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はじめに

ここでは、『Cisco Configuration Engine インストレーション コンフィギュレーション ガイド 3.5』の

対象読者と表記法について説明します。また、入手可能な製品マニュアルを示し、マニュアルやテクニ

カル サポートを入手する方法も説明します。

• 「対象読者」（P.vii）

• 「表記法」（P.viii）

• 「関連資料」（P.ix）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.ix）

対象読者
このガイドは主に次の読者を対象とします。

• ハイエンド ネットワーク機器の設置に精通しているシステム管理者

• インターネットワーキング機器の設置と設定を職務とし、Cisco IOS ソフトウェアに詳しいシステ

ム管理者
vii
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はじめに

    
表記法
このガイドでは、次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。

ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

ワンポイント アドバイス 「時間を節約するアクション」です。段落で説明されているアクションを実行することで、時間を節約

できます。

警告 「警告」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。

項目 表記法

コマンドおよびキーワード。 太字

ユーザが値を指定する変数。 イタリック体

オプションのコマンド キーワード。オプショ

ンを 1 つも選択しなくてもかまいません。

[角カッコで囲まれている ] 

一連のオプションから必ず選択する必要が

ある、必須のコマンド キーワード。1 つの

オプションを選択する必要があります。

{一連のオプションが波カッコ

で囲まれていて、各オプション

が縦棒 | で区切られている } 
セッション情報およびシステム情報の表示

出力。

screen フォント

ユーザが入力する情報。 太字の screen フォント

ユーザが入力する変数。 イタリック体の screen フォント

メニュー項目およびボタン名。 太字

メニュー項目の選択。 [Option] > [Network 
Preferences]
viii
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はじめに
関連資料
表 1 に、Cisco Configuration Engine に関連する入手可能なマニュアルを示します。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

表 1 Cisco Configuration Engine 3.5 のマニュアル

マニュアル タイトル 入手可能な形式

Cisco Configuration Engine インストレーション コ
ンフィギュレーション ガイド 3.5

このガイドには次の形式があります。

• 製品 CD に収録

• Cisco.com に掲載

Cisco Configuration Engine Administration Guide 
3.5

このガイドには次の形式があります。

• 製品 CD に収録

• Cisco.com に掲載

Cisco Configuration Engine Software Development 
Kit API Reference and Programmer Guide 3.5

このガイドには次の形式があります。

• SDK CD に収録

• Cisco.com に掲載

Troubleshooting Guide for Cisco Configuration 
Engine 3.5

• Cisco.com に掲載

Release Notes for Cisco Configuration Engine 3.5 • Cisco.com に掲載

Readme First for Cisco Configuration Engine 3.5 • 製品に付属する印刷された文書
ix
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使用許諾契約補則

シスコシステムズ Configuration Engine 管理ソフトウェア用使用許諾契約補則

重要（よくお読みください）：この使用許諾契約補則（以下 SLA）は、お客様とシスコとの間で締結さ

れるソフトウェア使用許諾契約に基づいて、お客様に提供される本ソフトウェアのライセンスに付随す

る制限条項の補則となるものです。本 SLA において使用される「本ソフトウェア」および「お客様」

という用語は、本 SLA で別途定義されない限り、ソフトウェア使用許諾契約内で定義されている意味

を有するものとします。本ソフトウェアに適用される条件のいずれかに矛盾がある場合は、本 SLA に
記載する条件を優先するものとします。本ソフトウェアのインストール、ダウンロード、本ソフトウェ

アへのアクセス、またはそれ以外の方法で本ソフトウェアを使用した時点で、お客様は、本 SLA の条

件に同意したことになります。お客様は、本 SLA の条件に同意しない場合、本ソフトウェアをインス

トール、ダウンロード、またはそれ以外の方法で使用することができないものとします。次の各条で

「サーバ」という語を使用する場合は、中央処理装置を指しています。

1. ライセンス制限条項補則

• ソフトウェア アップグレード、メジャー リリースおよびマイナー リリース

シスコは Cisco Configuration Engine ソフトウェア 3.5 のアップデート版を提供する場合があります。

本ソフトウェアのアップデート版および新バージョンのリリースは、シスコあるいは認定パートナーま

たはリセラーから購入できます。お客様はインストールした Configuration Engine の個数分、本ソフト

ウェアのアップデート版を購入しなければなりません。シスコの拡張サービス プログラムから本ソフ

トウェアのアップデート版または新バージョンのリリースを入手する資格を有する場合、お客様は有効

なサービス契約ごとに、1 つに限り本ソフトウェアのアップデート版または新バージョンのリリースを

請求できるものとします。

• 複製と配布。お客様は、本ソフトウェアを複製または配布してはならないものとします。

2. その他の権利および制限条項の説明

米国シスコシステムズ社のエンド ユーザ ライセンス契約書を参照してください。
xi
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C H A P T E R 1

製品ソフトウェアのインストール

Cisco Configuration Engine は、ネットワーク デバイスやサービスの展開、管理、およびアップグレー

ドを自動化するためのコンフィギュレーション サービスの役割を果たすネットワーク管理ソフトウェ

アです。各 Configuration Engine は、シスコ デバイス（スイッチやルータ）のグループとそれらのデ

バイスが提供するサービスを管理し、各デバイスのコンフィギュレーションを保存して、必要に応じて

配信します。Cisco Configuration Engine は、デバイス固有のコンフィギュレーション変更を生成して

デバイスに送信し、コンフィギュレーション変更を実行して結果をログに記録することにより、初期設

定とコンフィギュレーションの更新を自動化します。

この章では、Solaris または Linux プラットフォームで動作しているホスト システムで Cisco 
Configuration Engine ソフトウェアをインストール、アンインストール、およびアップグレードするた

めのシステム要件と手順について説明します。次の事項について説明します。

• 「システム要件：Solaris」（P.1-1）

• 「システム要件：Linux」（P.1-2）

• 「ディスク スペース計算について」（P.1-2）

• 「Cisco IOS の依存関係」（P.1-3）

• 「インストールについて」（P.1-3）

• 「ソフトウェアのインストール」（P.1-4）

• 「リリース 3.0 から 3.5 へのアップグレード」（P.1-4）

• 「ソフトウェアのアンインストール」（P.1-6）

• 「クロックの同期」（P.1-7）

• 「インストール スクリプトに関する情報」（P.1-7）

システム要件：Solaris
次のシステム要件では、デバイス接続を 大 30,000 台まで拡張できます。

• Solaris 10

• 16 GB メモリ 

• 8 コア 1.0 GHz UltraSPARC T1 プロセッサ 

• 70 GB ディスク スペース（「ディスク スペース計算について」（P.1-2）を参照）
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第 1 章     製品ソフトウェアのインストール

    システム要件：Linux
システム要件：Linux
次のシステム要件では、デバイス接続を 大 20,000 台まで拡張できます。

• Red Hat Enterprise Linux 4 および Linux 5（32 ビット SMP、カーネル 2.6、SELinux 無効）

• 4 個の Intel(R) Xeon(R) 5140 CPU、2.33 GHz またはそれ以上 

• 8 GB メモリ 

• 70 GB ディスク スペース（「ディスク スペース計算について」（P.1-2）を参照）

ディスク スペース計算について

（注） このディスク スペース計算は Berkeley データベースに基づきます。

/opt/ConfigEngine/openldap/var/openldap-data/id2entry.bdb ファイルには、ディレクトリ データベー

スのすべてのエントリが含まれます。このファイルのサイズから、ディレクトリ データベースのおお

よそのサイズがわかります。

次の例は、id2entry.bdb ファイルのサイズが約 7 MB であることを示しています。データベースの 1 エ
ントリの平均サイズが 1 KB で、約 7000 のエントリがデータベースに格納されていると考えてくださ

い。その他の *.bdb ファイルはインデックス ファイルで、これらも考慮に入れる必要があります。

id2entry.bdb ファイルのサイズ（約 7 MB）とすべてのインデックス ファイルのサイズ（約 4.5 MB）

を加算すると、データベースの合計サイズは 11.5 MB になります。

ディレクトリ データベースに加えて、データベース バックアップ、Configuration Engine ジョブ、お

よびログ ファイル用のディスク スペースも考慮する必要があります。バックアップにはアクティブ 
ディレクトリ データベースと同じ程度の容量が必要となるため、バックアップ用のスペースも確保す

る必要があります。

id2entry.bdb ファイルのサイズを表示するには、ls -alt コマンドを入力します。

例 
Average size of config job:

In-Progress/Stopped is 2K.
Completed is 2.5

Average size of Image job:

Stopped is 4K.
In-Progress is 2.5 K. 

myCE(/opt/ConfigEngine/openldap/var/openldap-data)# ls -alt
total 31384
-rw------- 1 root other 16384 Sep 10 17:31 __db.001
-rw------- 1 root other 10485760 Sep 10 10:30 log.0000001452
-rw------- 1 root other 2371584 Sep 10 10:30 dn2id.bdb
-rw------- 1 root other 7012352 Sep 10 10:30 id2entry.bdb
-rw------- 1 root other 155648 Sep 10 10:30 objectClass.bdb
drwxr-xr-x 2 bin bin 2560 Sep 10 01:00 .
-rw------- 1 root other 176128 Sep 10 00:50 IOSConfigID.bdb
-rw------- 1 root other 180224 Sep 10 00:50 IOSEventID.bdb
-rw------- 1 root other 1499136 Sep 10 00:50 cn.bdb
-rw------- 1 root other 98304 Sep 8 18:07 __db.003
-rw------- 1 root other 270336 Sep 8 17:34 __db.002
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-rw------- 1 root other 409600 Sep 8 17:31 __db.004
-rw------- 1 root other 24576 Sep 8 17:31 __db.005
drwxrwxr-x 5 bin bin 512 Aug 31 15:15 ..
myCE(/opt/ConfigEngine/openldap/var/openldap-data)# 

Cisco IOS の依存関係
表 1-1 に、Cisco IOS のバージョンとそれに対応する Cisco Configuration Engine 3.5 のバージョン、

および各バージョンの機能制限を示します。

インストールについて
Cisco Configuration Engine 3.5 イメージは tar ファイル形式で提供されています。イメージを任意の

ディレクトリに tar 解凍してからそのディレクトリに移動し、インストール スクリプトを実行する必要

があります。Cisco Configuration Engine をインストールするにはルートのアクセス権が必要です。イ

ンストール手順の詳細については、「ソフトウェアのインストール」（P.1-4）を参照してください。

Cisco Configuration Engine 3.5 は、Web インフラストラクチャ関連のソフトウェアを、バンドルされ

たシスコ ソフトウェアと共有します。インストール スクリプトの実行時に共有パッケージと非共有

パッケージがチェックされ、適切なアクション（インストールする、中止する、またはユーザにパッ

ケージのパスを指定するよう求める）が実行されます。

異なるタイプのインストールおよびセットアップをサポートするため、インストール スクリプトには

次のオプションが用意されています。

./ce_install.sh：デフォルトのオプション。すべてのパッケージをインストールします。ユーザに入力

を求める対話型のインストールが可能です。

./ce_install.sh-batch：インストールを非対話方式で実行できます。installRule.solaris.xml ファイルま

たは installRule.linux.xml ファイルのどちらか適切な方からデフォルト値が読み取られ、ユーザ入力を

求めずにこれらの設定に基づいて Cisco Configuration Engine 3.5 がインストールされます。

./ce_install.sh-demo： 小ディスク スペース（650MB）以外のシステム リソースをチェックせずに

パッケージをインストールします。

./ce_install.sh-force：インストールまたはアンインストール ステータスをチェックせずに 
Cisco Configuration Engine 3.5 をインストール /アンインストールします。

インストール スクリプトの詳細については、「インストール スクリプトに関する情報」（P.1-7）を参照

してください。

表 1-1 Cisco Configuration Engine 3.5 と Cisco IOS の依存関係

Cisco IOS Cisco Configuration Engine 制限

12.3 1.3.2 以降 —
12.2(11)T 1.2 以降 —
12.2(2)T 1.2 以降、認証なし アプリケーションから exec コマンドま

たはポイントツーポイント メッセージン

グは使用できない。
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ソフトウェアのインストール
Cisco Configuration Engine 3.5 ソフトウェアは、アクセサリ キットに入っている CD-ROM に収録さ

れています。

（注） Cisco Configuration Engine ソフトウェアをインストールするにはルートのアクセス権が必要です。

ステップ 1 ホスト システムのディスク ドライブに CD-ROM をセットします。

ステップ 2 十分なディスク スペースがある新しいフォルダに tar ファイルをコピーします（「ディスク スペース計

算について」（P.1-2）を参照）。

tar xvf <tar ファイル名 >

（注） この新しいフォルダには、この tar ファイルのみを格納する必要があります。

ステップ 3 次のインストール スクリプト コマンドの中から該当するコマンドを 1 つ入力します。

./ce_install.sh：デフォルトのオプション。すべてのパッケージをインストールします。ユーザに入力

を求める対話型のインストールが可能です。

./ce_install.sh-batch：インストールを非対話方式で実行できます。installRule.solaris.xml ファイルま

たは installRule.linux.xml ファイルのどちらか適切な方からデフォルト値が読み取られ、ユーザ入力を

求めずにこれらの設定に基づいて Cisco Configuration Engine 3.5 がインストールされます。

（注） 初めてバッチ モードを実行する前に、ユーティリティ スクリプト 
$CISCO_CE_HOME/bin/passwdEncryption.pl を実行する必要があります。これにより、暗

号化されたパスワードが作成され、それらのパスワードが setupRule.xml ファイルにロードさ

れます。XML 内のパスワードは平文ではなく暗号化されている必要があります。

./ce_install.sh-demo： 小ディスク スペース（650MB）以外のシステム リソースをチェックせずに

パッケージをインストールします。

./ce_install.sh-force：インストールまたはアンインストール ステータスをチェックせずに 
Cisco Configuration Engine 3.5 をインストール / アンインストールします。

ステップ 4 ソフトウェアのインストールが終了したら、いったんログアウトしてから再びログインするか、新しい

ウィンドウを作成します。

ステップ 5 次のコマンドを入力します。

cd $CISCO_CE_INSTALL_ROOT/CSCOcnsie/bin/

./setup

ステップ 6 第 2 章「セットアップ プログラムの実行」に移動し、システムのセットアップ方法の説明に従います。

リリース 3.0 から 3.5 へのアップグレード
データ移行機能を使用してシステムをリリース 2.0 から 3.5 にアップグレードしてから、以前のリリー

スで設定したデータをディレクトリに格納できます。
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これは次の 3 つのステップから成ります。

1. 「リモート FTP サイトへのデータのエクスポート」（P.1-5）。

2. FTP サイトからデータを取得した後、システムをセットアップします（「datamigrate の実行とシス

テムの設定」（P.1-6）を参照）。

（注） Cisco Configuration Engine 3.5 がインストールされていないボックスでデータ移行を実行するときは、

CISCO_CE_HOME/bin からスクリプト ./reinitialize を実行してください。

リモート FTP サイトへのデータのエクスポート

データをエクスポートする前に、ホストのセットアップがすでに完了していてホストが稼動中であるこ

とが前提となります。

ステップ 1 アップグレードするホストの CD ドライブにリリース 3.5 CD-ROM を挿入します。

ステップ 2 CD-ROM をマウントするには、root としてログインし、次のコマンドを入力します。

mount /mnt/cdrom

ステップ 3 イメージ ファイルをコピーして tar 解凍してから、RPMS/DataExport に移動します。

（注） 次のファイルは、CD 内の $CISCO_CE_HOME/bin ディレクトリにあります。

• cns_export_utils_1.6.sh 

• cnsexport_1.6.sh 

• cns_import_utils.pl 

• dataexport 

• setuputils.pm

ステップ 4 データ エクスポート コマンドを入力します。

./dataexport

ヒント コマンドの前に必ずピリオド（.）を入力してください。

ステップ 5 一連のプロンプトに従って、FTP サイトと保存場所（ファイル名を含む絶対パス名）の情報を入力し

ます。

dataexport のプロンプトの例

Entering Data Export
Type ctrl-c to exit

Enter FTP server (hostname.domainname or IP address): sername.cisco.com
Enter username used for FTP server: smith
Enter FTP password: *****
Re-enter FTP password: *****
Enter absolute pathname of data file on FTP server: /users/smith/migration.tar
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リリース 3.5 ソフトウェアのインストール

Cisco Configuration Engine 3.5 ソフトウェアをターゲット システムにインストールします。手順につ

いては、「ソフトウェアのインストール」（P.1-4）を参照してください。

datamigrate の実行とシステムの設定

ステップ 1 root としてログインします。

ステップ 2 次のコマンドを入力して、datamigrate を開始します。
$CISCO_CE_HOME/bin/datamigrate

このスクリプトは次の 3 つの段階から成ります。

a. 移行データが保存されている FTP サーバの情報を取得し、データを抽出する。

b. リリース 3.5 セットアップ プロンプトを開始し、システムを設定する。

c. 抽出したデータを内部ディレクトリ保存場所に格納する。

datamigrate のプロンプトの例

Enter FTP server (hostname.domainname or IP address): sername.cisco.com
Enter username used for FTP server: smith
Enter FTP password: *****
Re-enter FTP password: *****
Enter absolute pathname of data file on FTP server: /users/smith/migration.tar

ソフトウェアのアンインストール
ソフトウェアをアンインストールするには、アンインストール スクリプト コマンド ce_uninstall.sh を
使用します。アンインストール スクリプトは /var/ciscoce/install ディレクトリにコピーされています。

このスクリプトは installdata.xml ファイルを読み取ってパッケージのアンインストールを実行します。

このスクリプトは次の 4 つの段階から成ります。

1. 実行中の Cisco Configuration Engine 3.5 プロセスをすべて停止する。

2. BDB からすべてのデータベース データを削除する。

3. インストールされているデータベース ソフトウェアを削除する（BDB の場合）。

4. インストールされているすべてのパッケージを削除する。

インストール ステータスをチェックせずに Cisco Configuration Engine 3.5 パッケージをアンインス

トールするには、$ce_uninstall.sh {-force} コマンドを使用します。アンインストール スクリプトにオ

プション -force を指定すると、ターゲット ホストに以前から存在していた共有パッケージを除くすべ

ての Cisco Configuration Engine 3.5 パッケージが削除されます。
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クロックの同期
ホストのクロック（日付および時刻）と Cisco Configuration Engine 3.5 ユーザ インターフェイスへの

アクセスに使用する PC のクロックは同期している必要があります。これは特に、将来の時刻にイメー

ジ更新ジョブをスケジュール設定する場合に重要です（『Cisco Configuration Engine Administration 
Guide』を参照）。

ホストのクロックが PC のクロックよりも遅れていると、ユーザ インターフェイスからジョブをスケ

ジュール設定できず、エラー メッセージが表示されます。たとえば、ホストのクロックが 11:10 で PC 
のクロックが 12:10 の場合、12:10 よりも前にジョブをスケジュール設定することはできません。次の

エラー メッセージが表示されます。

Please input a future time. 

クロックが正しく同期していることを確認するには、クライアント側で有効な時刻値を入力したことを

確認します。そのためには、Cisco Configuration Engine ユーザ インターフェイスへのアクセスに使用

するブラウザで PC のクロックを使用します。

インストール スクリプトに関する情報
インストール スクリプト ce_install.sh のデフォルトの動作は、installRule.solaris.xml ファイルまたは 
installRule.linux.xml ファイルのどちらか適切な方で定義されています。このファイルは、

Cisco Configuration Engine 3.5 tar ファイルを tar 解凍したのと同じディレクトリにあります。

installRule.solaris.xml および installRule.linux.xml ファイルには次の情報が含まれます。

• どのバージョンのどのパッケージをインストールするか

• パッケージを共有できるか

• パッケージが存在しない場合のインストールの動作

• パッケージをインストールおよびアンインストールする方法

インストール結果のログは /var/log/CNSCE/install.log に記録されます。このログ ファイルには、シス

テムにインストールされているものが正確に列挙されます。インストールが成功した場合、このログ 
ファイルの内容は installRule.solaris.xml ファイルまたは installRule.linux.xml ファイルのどちらか適

切な方の内容と同じになります。

インストール中にエラーが発生した場合は、installError.xml ファイルが生成されます。その他にも、

たとえば Cisco Configuration Engine 3.5 関連の環境変数をすべて含むファイルなどもインストール段

階で生成されます。このようなファイルには、global.sh、global.csh、global.pm、

installdata.properties などがあります。

セットアップ スクリプトのオプション

• 対話モード：これはデフォルトのオプションです。ユーザに値を入力するよう求め、入力された値

をデータ ファイルに保存します。デフォルト値は 
${CISCO_CE_INSTALL_ROOT}/CSCOcnsie/bin/ にある setupRule.xml から読み取られます。

結果はログ ファイル /var/log/CNSCE/appliance-setup.log に保存されます。

• バッチ モード：セットアップに必要なすべての情報を、ユーザ入力を求めずにデータ ファイル 
${CISCO_CE_INSTALL_ROOT}/CSCOcnsie/bin/setupRule.xml から読み取ります。

結果はログ ファイル /var/log/CNSCE/appliance-setup.log に保存されます。
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（注） 初めてバッチ モードを実行する前に、ユーティリティ スクリプト 
$CISCO_CE_HOME/bin/passwdEncryption.pl を実行する必要があります。これに

より、暗号化されたパスワードが作成され、それらのパスワードが setupRule.xml ファ

イルにロードされます。XML 内のパスワードは平文ではなく暗号化されている必要が

あります。
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セットアップ プログラムの実行

この章では、セットアップ プログラムを使用して Cisco Configuration Engine 3.5 のホスト システムを

設定する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「セットアップの実行」（P.2-1）

• 「内部ディレクトリ モードのセットアップ プロンプト」（P.2-2）

• 「内部モード セットアップ パラメータについて」（P.2-6）

• 「IMGW 再設定のパラメータ」（P.2-12）

• 「外部ディレクトリ モードのセットアップ プロンプト」（P.2-14）

• 「外部モード セットアップ パラメータについて」（P.2-16）

• 「コマンド ラインによるコンポーネントの起動 /停止のサポート」（P.2-19）

• 「DNS へのシステムの登録」（P.2-20）

• 「SSL 証明書の設定」（P.2-20）

• 「ソフトウェアのインストールの検証」（P.2-21）

• 「システムへのイメージの再導入」（P.2-22）

ヒント セットアップ プログラムの暗号化と認証の設定を使用してセキュリティを有効にすることで、Cisco 
Configuration Engine と CNS エージェント間の通信の安全を確保できます。暗号化（Encryption）と

認証（Authentication）のセットアップ プロンプトに対して y を入力し、セキュリティを有効にするこ

とを強くお勧めします。詳細については、「暗号化の設定」（P.2-7）および「認証の設定」（P.2-8）を参

照してください。CNS エージェント デバイスでセキュリティを有効にするには、第 4 章「Setting Up 
CNS Agent Devices for Secure Communication」を参照してください。

セットアップの実行
Cisco Configuration Engine 3.5 のシステム設定はセットアップ プログラムを使用して行います。セッ

トアップ プログラムはシステムを初めて起動するときに実行する必要があります。セットアップ プロ

グラムを実行する前に、BASH シェル モードであることを確認してください。プロンプトで、

/bin/bash, SHELL=/bin/bash, export SHELL と入力します。

次に、Cisco Configuration Engine 3.5 ソフトウェアのファイルが存在するディレクトリから ./setup コ
マンドを使用します。
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    内部ディレクトリ モードのセットアップ プロンプト
制限事項 
• 変更をコミットした後は（Commit changes (y/n): y）、Ctrl+c キーを押して中止することはでき

ません。

• セットアップ プログラムのパスワード値はすべて、英数字だけで構成されている必要があります。

特殊文字は UNIX シェルで別の意味を持つため、パスワードに使用しないでください。

• デバイス名の値に使用できるのは次の文字だけです。ピリオド（.）、アンダースコア（_）、ハイフ

ン（-）、英数字。

• グループ名の値に使用できるのは次の文字だけです。アンダースコア（_）、英数字。

内部ディレクトリ モードのセットアップ プロンプト
次の例は、内部ディレクトリ モードのプロンプトの標準セットを示します。

注意

• 角カッコ [...] 内にデフォルト値が示されます。デフォルト値を使用するには、単に Enter キーを

押します。

• ユーザ入力例を太字のテキストで示します。

（注） 内部モード セットアップ プロンプトの詳細については、「内部モード セットアップ パラメータについ

て」（P.2-6）を参照してください。

Choose operational mode of system. 0=internal directory mode, 1=external
directory mode. [0]

Enter country code: us
Enter company code: cisco

Do you want to authenticate Configuration Engine GUI users externally?
(y/n) [n] y
Enter IP Address of external directory server: 17x.xx.xxx.xxx
Enter port number of external directory server: [389]
Enter prefix for user name in external directory server: [cn]
Enter suffix for user name in external directory server: o=myorg,c=us
Do you want to enable authorization? (y/n) [n] y
Enter UserDN for external directory server: cn=simpleuser,o=myorg,c=us
Enter password for the above user: *****
Re-enter password for the above user: *****
Enter role attribute name in user objectclass which defines the role:
[description]
Enter role attribute value which defines the role of an administrator:
[administrator]

        Configuration Engine user ID is used to log in to the web-based GUI
        and manage network device objects and templates. This account does
        NOT have shell access.

Enter Configuration Engine login name: admin
Enter Configuration Engine login password: *****
Re-enter Configuration Engine login password: *****
Enter internal LDAP server port number: [389]
Enter internal LDAP server password: *****
Re-enter internal LDAP server password: *****
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Email service settings:
-----------------------

Enter SMTP server (hostname.domainname or IP address):

Encryption settings:
--------------------

Enable cryptographic (crypto) operation between Event Gateway(s)/Config
server and device(s) (y/n)? [n] y
Enter absolute pathname of server key file: [/user/server.key]
Enter absolute pathname of server certificate file: [/user/server.crt]

Enabling plaintext operation will increase security risk.

Enable plaintext operation between Config Server and devices/GUI
administration (y/n)? [y]
Enable plaintext operation between Event Gateway and devices (y/n)? [y]
Enter port number for http web access: [80]
Enter port number for https web access: [443]
Enter Tomcat internal port number: [8009]
Enter Tomcat shutdown port number: [8005]

Authentication settings:
------------------------

IOS Devices are normally authenticated before being allowed to connect to the Event 
Gateway/Config Server. Disabling authentication will increase security risk.

Enable authentication (y/n)? [n] y

The default bootstrap password should be the same as the "cns password" specified in your 
bootstrap file. If you are not sure what it is and would like to finish the setup now, you 
could enter a default password of your choice and then change it by using "update" option 
through the Security Manager bootstrap GUI.

Enter the default bootstrap password:*****
Re-enter the default bootstrap password: *****

Event services settings:
------------------------

Enter Event Gateway application parameter(s) for NSM: [config]
Enable Event Gateway debug log (y/n)? [n]
Enter log file rotation timer (minutes, 0 = no rotation): [15]
Enter max log file size (Kbytes): [3072]
Enable log backup (y/n)? [y]

The event gateway ports 11011 and 11012 are reserved for port
        automatic allocation. If you want to zero touch deploy your devices
        or have devices currently configured to use to these 2 ports, then
        you should enable this feature and enter the current "cns event"
        commands in the later part of this setup. For details please refer
        to the CE installation and configuration guide.

Enable Event Gateways port automatic allocation (y/n)? [y] 

        Each Event Gateway process serves 500 devices. Maximum number of
        Event Gateways allowed is 10.

Enter number of Event Gateways that will be started with crypto operation:
[0] 10
Is this a primary CE (y/n)? [y]
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The CNS Event command configures how the managed devices should connect to this particular 
CE. The command entered in the following line should match what's configured on the 
devices WITHOUT the "cns event imgw-test35" and port number portion of the CLI.

For example, if "cns event imgw-test35 11011 source Vlan1 keepalive 120 2 reconnect 10" is 
configured on devices, then the command "source Vlan1 keepalive 120 2 reconnect 10" should 
be entered in the following line.
If this is a backup CE and CLI  "cns event imgw-test35 11011 source Vlan1 backup" is 
configured on devices, then the command "source Vlan1 backup" should be entered in the 
following line.

Unable to enter a correct CLI could cause the managed devices not be able to connect to 
this CE.

Enter CNS Event command: cns event imgw-test35 11011 source Vlan1 keepalive 120 2 
reconnect 10
Enter Cisco-CE Event Bus Network Parameter: [imgw-test35]
Enter Cisco-CE Event Bus Service Parameter: [7500]
Enter Cisco-CE Event Bus Daemon Parameter: [7500]
Enable Cisco-CE Event Bus routing daemon logging (y/n)? [n]
Enter http port for Event Bus Web Administration GUI: [7580]

Event Bus Web Admin port should always be closed unless the Web
admin GUI is needed. Keeping web admin port open is a security
risk.

Would you like to open Event Bus Administration port (y/n)? [n]

Current settings of IMGW:
-------------------------
Gateway ID: imgw-test35
Run as daemon (y/n)? y
Timeout in seconds for a CLI command to complete: 180
Timeout in seconds to get the next prompt in Telnet session: 60
Concurrent Telnet session limit: 25
Hoptest success retry interval (sec): 0
Hoptest failure retry interval (sec): 0
Logging level (verbose, error, silent): error
Log file Prefix: IMGW-LOG
Log file size (bytes): 50331648
Log file rotation timer (seconds): 60
Logging mode (append, overwrite): append
Alternative username prompt for device using TACACS/RADIUS:
Alternative password prompt for device using TACACS/RADIUS:

Re-configure IMGW (y/n)? [n]

CE Monitor Settings:
-----------------------

Enter CE Monitor timer (seconds): [1800]

Web Services settings:
----------------------

Enable CEConfigService web service (y/n)?  [y]
Enable CEImageService web service (y/n)?  [y]
Enable CEAdminService web service (y/n)?  [y]
Enable CEExecService web service (y/n)?  [y]
Enable CENSMService web service (y/n)?  [y]
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Multi-Zone Settings:
--------------------

Your box has multiple IP Addresses assigned: 17x.xx.xxx.xx 17x.xx.xxx.xxx
You can create http zones so that http traffic can be limited on the IP Address 
17x.xx.xxx.xx. Only selected URLs can be accessed using IP Address 17x.xx.xxx.xx. For 
details, you can check the CE Installation and Configuration Guide.

Do you want to create zones to have limited access to CE from public
network (y/n)?  [n] y
Do you want to allow plain-text http access to CE from public network
(y/n)?  [y] y

Please review the following parameters:
country code: us
company code: cisco
Do you want to authenticate Configuration Engine GUI users externally? (y/n) y
IP Address of external directory server: 172.xx.xxx.1xx
port number of external directory server: 389
prefix for user name in external directory server: cn
suffix for user name in external directory server: o=myorg,c=us
Do you want to enable authorization? (y/n) y
UserDN for external directory server: cn=simpleuser,o=myorg,c=us
password for the above user: *****
role attribute name in user objectclass which defines the role: description
role attribute value which defines the role of an administrator: administrator
Configuration Engine login name: admin
Configuration Engine login password: *****
internal LDAP server port number: [389]
internal LDAP server password: *****
SMTP server (hostname.domainname or IP address):
Enable cryptographic (crypto) operation between Event Gateway(s)/Config server and 
device(s) (y/n)? y
absolute pathname of server key file: [/user/server.key]
absolute pathname of server certificate file: [/user/server.crt]
Enable plaintext operation between Config Server and devices/GUI administration (y/n)? y
Enable plaintext operation between Event Gateway and devices (y/n)? y
port number for http web access: 80
port number for https web access: 443
Tomcat internal port number: 8009
Tomcat shutdown port number: 8005
Enable authentication (y/n)? y
the default bootstrap password: *****
Event Gateway application parameter(s) for NSM: config
Enable Event Gateway debug log (y/n)? n
log file rotation timer (minutes, 0 = no rotation): 15
max log file size (Kbytes): 3072
Enable log backup (y/n)? y
number of Event Gateways that will be started with crypto operation: 10
Is this a primary CE (y/n)? y
CNS Event command: cns event imgw-test35 11011 source Vlan1 keepalive 120 2 reconnect 10
Cisco-CE Event Bus Network Parameter: imgw-test35
Cisco-CE Event Bus Service Parameter: 7500
Cisco-CE Event Bus Daemon Parameter: 7500
Enable Cisco-CE Event Bus routing daemon logging (y/n)? n
http port for Event Bus Web Administration GUI: 7580
Would you like to open Event Bus Administration port (y/n)? n
Re-configure IMGW (y/n)? n
CE Monitor timer (seconds): 1800
Enable CEConfigService web service (y/n)? y
Enable CEImageService web service (y/n)? y
Enable CEAdminService web service (y/n)? y
Enable CEExecService web service (y/n)? y
Enable CENSMService web service (y/n)? y
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    内部モード セットアップ パラメータについて
Do you want to create zones to have limited access to CE from public network (y/n)? y
Do you want to allow plain-text http access to CE from public network (y/n)? y

Warning: setup cannot be aborted while committing changes.

内部モード セットアップ パラメータについて
次のセクションで、セットアップ パラメータについて説明します。

• 「ログイン名、LDAP パスワード、LDAP ポート番号の設定」（P.2-6）

• 「電子メール サービスの設定」（P.2-6）

• 「暗号化の設定」（P.2-7）

• 「認証の設定」（P.2-8）

• 「イベント サービスの設定」（P.2-9）

• 「Web サービスの設定」（P.2-11）

ログイン名、LDAP パスワード、LDAP ポート番号の設定

Configuration Engine login name/password：Cisco Configuration Engine の GUI にアクセスするた

めの管理者アカウントとパスワードを定義します。

Enter internal LDAP server port number：Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）サーバ

によって使用されるポート番号を定義します。デフォルト値は 389 です。

Enter internal LDAP server password：dcdadmin と cdauser1 の 2 つの内部管理ユーザ用の 
internal-directory-account パスワードを定義します。

• パスワード タイプは、8 進数値 040（スペース）から 176（~）までの ASCII 文字（040 と 176 を
含む）を表します。

• 英数字タイプは、英数字とアンダースコア（_）記号を表します。

電子メール サービスの設定

Enter SMTP server (hostname.domainname or IP address)：電子メール通知サービスを有効にする

ために、SMTP サーバのホスト名または IP アドレスを指定します。この SMTP サーバは電子メールの

送信に使用されます。このパラメータはオプションです。電子メール サービスを利用しない場合は空

白のままにします。

表 2-1 全般的なパラメータの有効な値

パラメータ タイプ 長さ /範囲

Configuration Engine login name 英数字 1 ～ 30
Configuration Engine login password パスワード 1 ～ 12
Internal LDAP server port number ポート番号 0 ～ 65535
Internal LDAP server password パスワード 1 ～ 20
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暗号化の設定

（注） セットアップ プログラムの暗号化と認証の設定を使用してセキュリティを有効にすることで、Cisco 
Configuration Engine サーバと CNS エージェント デバイス間の通信の安全を確保できます。暗号化

（Encryption）と認証（Authentication）のセットアップ プロンプトに対して y を入力し、セキュリ

ティを有効にすることを強くお勧めします。CNS エージェント デバイスでセキュリティを有効にする

には、第 4 章「Setting Up CNS Agent Devices for Secure Communication」を参照してください。

（注） スケーラビリティの観点から、イベント ゲートウェイ ポートの間でデバイスを均等に分配することを

お勧めします。第 6 章「イベント ゲートウェイ ポート間のスケーラビリティ」を参照してください。

Enable cryptography (crypto) between Event Gateway(s)/Config Server and device(s) (y/n)：この

オプションは暗号 Secure Socket Layer（SSL）操作を有効にします。Web サーバは TCP ポート 443 を
リッスンし、HTTPS 要求（例：https://machine/config/login.html）に応答します。イベント ゲート

ウェイはポート 11012、11014 ... など（起動するゲートウェイの数による）をリッスンします。ホスト

と遠端間のデータはすべて暗号化されます。SSL プロトコル（と有効な証明書の組み合わせ）により、

ホストが遠端で確実に認証されます。SSL 設定を完了するためには、有効な証明書をホストに配置す

る必要があります。詳細については、「SSL 証明書の設定」（P.2-20） を参照してください。テストのた

め、設定後に各ポートへの SSL 接続を開きます（openssl s_client –connect hostname:port）。これは

有効にする場合と無効にする場合のどちらの場合にも行う必要があります。

暗号操作を無効にする場合、このセクションの残りのプロンプトは省略されます。

Enable plaintext operation between Config Server and devices/GUI administration (y/n)：このオプ

ションは平文でのコンフィギュレーション サーバの操作を有効にします。Web サーバは、暗号接続の

ために TCP ポート 443 をリッスンするのに加えて、平文接続のために TCP ポート 80 もリッスンして 
HTTP 要求（例：http://machine/config/login.html）に応答します。暗号を無効にした場合、コンフィ

ギュレーション サーバとデバイス /GUI 管理との間の平文操作が有効になります。

Enable plaintext operation between Event Gateway and devices (y/n)：このプロンプトは、イベント 
サービスの設定（「イベント サービスの設定」（P.2-9）を参照）に含まれる number of Event 
Gateways that will be started with plaintext operation というプロンプトを有効または無効にします。

Port number for http web access：HTTP Web アクセスに使用するポート番号を指定します。デフォ

ルトは 80 です。

Enter port number for https web access：安全な HTTP Web アクセスに使用するポート番号を指定し

ます。デフォルトは 443 です。

Enter Tomcat internal port number：Apache と Tomcat 間の内部通信に使用するポート番号を指定し

ます。デフォルトは 8009 です。

Enter Tomcat shutdown port number：Tomcat のシャットダウン ポート番号を指定します。デフォ

ルトは 8005 です。

表 2-2 暗号化パラメータの有効な値

パラメータ タイプ 長さ /範囲

Enable cryptography (crypto) between Event 
Gateway(s)/Config Server and device(s)

y、n —

Absolute pathname of key file 英数字 1 ～ 255
Absolute pathname of certificate file 英数字 1 ～ 255
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認証の設定

（注） セットアップ プログラムの暗号化と認証の設定を使用してセキュリティを有効にすることで、Cisco 
Configuration Engine サーバと CNS エージェント デバイス間の通信の安全を確保できます。暗号化

（Encryption）と認証（Authentication）のセットアップ プロンプトに対して y を入力し、セキュリ

ティを有効にすることを強くお勧めします。CNS エージェント デバイスでセキュリティを有効にする

には、第 4 章「Setting Up CNS Agent Devices for Secure Communication」を参照してください。

Enable authentication (y/n)：ホスト内で IOS デバイス認証メカニズムを有効にします。テストでは、

間違ったパスワードを使用して IOS デバイスを Configuration Engine 1.6 に接続してみます。このパス

ワードは、IOS 上で隠しコマンド cns password newPassword を使用して変更できます。

Enter the default bootsrap password：Cisco Configuration Engine の GUI にアクセスするためのデ

フォルトのブートストラップ パスワードを定義します。このパスワードは、ブートストラップ ファイ

ルで指定した cns password と同じにします。これが何か不明で、今すぐにセットアップを終了したい

場合は、任意のデフォルト パスワードを入力しておき、後で Security Manager のブートストラップ 
GUI から update オプションを使用してパスワードを変更してもかまいません。

（注） デバイス認証を無効にした場合、12.2(10)T よりも前の IOS を搭載したデバイスへの接続は暗黙的に許

可されます。

外部認証

Cisco Configuration Engine では、外部認証アプリケーションを使用してユーザを認証できます。この

場合、ユーザが Cisco Configuration Engine にログインすると、Cisco Configuration Engine LDAP 
サーバを使用してユーザを認証する代わりに、外部の認証アプリケーションに認証要求が転送されま

す。Cisco Configuration Engine は LDAP ベースの認証をサポートし、MS Active Directory と統合で

きます。

Enable plaintext between Config Server and 
devices/operators

y、n —

Enable plaintext operation between Event Gateway 
and devices

y、n —

port number for http web access ポート番号 0 ～ 65535
port number for https web access ポート番号 0 ～ 65535
Tomcat internal port number ポート番号 0 ～ 65535
Tomcat shutdown port number ポート番号 0 ～ 65535

表 2-2 暗号化パラメータの有効な値（続き）

パラメータ タイプ 長さ /範囲

表 2-3 認証パラメータの有効な値

パラメータ タイプ 長さ

Enable authentication y、n —
Enter the default bootstarp password 英数字 —
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Cisco Configuration Engine では、Cisco Configuration Engine のセットアップ時にユーザが選択したオ

プションに基づいて、内部と外部の両方でユーザを認証できます。

Cisco Configuration Engine のセットアップ時に、管理者は認証モードを選択できます。その際、リ

モート LDAP サーバの IP アドレスとユーザ クレデンシャルを入力するよう求められます。

システムの認証モードとして 0=内部モードまたは 1=外部モードのどちらかを選択します。

次の例は、外部認証設定の設定方法を示します。

Enter IP Address of external directory server: 10.1.2.3
Enter port number of external directory server: [389]
Enter prefix for user name in external directory server: [cn]
Enter suffix for user name in external directory server: o=myorg,c=us

許可

Cisco Configuration Engine は、タスクまたはリソースベースの許可をサポートしていません。ただし、

Cisco Configuration Engine の GUI には Admin と Operator のユーザ レベルがあります。ユーザの役

割に応じて、適切な GUI 画面がユーザに表示されます。

バックアップ認証 /許可

既存の Cisco Configuration Engine ユーザをサポートするため、外部認証メカニズムのバックアップ認

証および許可がサポートされています。ログインする Cisco Configuration Engine ユーザは、外部アプ

リケーションに対して認証されます。外部認証が失敗すると、Cisco Configuration Engine の LDAP 
サーバに対してユーザが認証されます。このフォールバック サーバは、Cisco Configuration Engine で
使用される LDAP ディレクトリ（内部または外部）です。ユーザが内部認証を選択した場合は、Cisco 
Configuration Engine の LDAP が認証に使用され、フォールバック認証サーバは使用されません。

イベント サービスの設定

Event Gateway application parameter(s) for NSM：マッピング解決のために NameSpace Mapper で
使用されるアプリケーション名前空間を指定します。デフォルトで使用される名前空間は config です。

Event Gateway debug log：イベント ゲートウェイのデバッグ出力をログ ファイル 
/var/log/CNSCE/evtgateway に送信します。

Log file rotation timer (minutes, 0 = no rotation)：イベント ゲートウェイ ログ ファイルを現在の作

業ディレクトリでローテーションするかどうかをチェックする周期。この値を 0 にすると、イベント 
ログ ファイルはローテーションしません。デフォルト値は、イベント ゲートウェイのデバッグ ログを

オンにした場合は 2 分、オフにした場合は 5 分です。有効な値の範囲は 0 ～ 1440 です。

Max log file size (Kbytes)：ログローテーションを開始するファイル サイズ。デフォルトは 3072 KB 
です。有効な値の範囲は 1 ～ 2097152（KB）です。

Log backup (y/n)?イベント ゲートウェイのログローテーション ファイルをバックアップ ディレクト

リ /var/log/CNSCE/evt_gateway/backup にコピーするかどうかを示します。デフォルトは y です。つま

り、/var/log/CNS 内のログ ファイルが tar で圧縮され、タイムスタンプを設定してバックアップ ディ

レクトリに移動されます。

Number of Event Gateways that will be started with crypto operation：暗号モードで起動するイベ

ント ゲートウェイ プロセスの数（たとえば、SSL を使用してデバイスと通信するイベント ゲートウェ

イの数）を指定します。
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（注） 暗号操作を無効にした場合は、このプロンプトも無効になります。

Is this a primary CE(y/n)?この Cisco Configuration Engine をプライマリ Cisco Configuration Engine 
として指定します。

Number of Event Gateways that will be started with plaintext operation：平文モードで起動するイ

ベント ゲートウェイ プロセスの数（たとえば、SSL を使用せずにデバイスと通信するイベント ゲート

ウェイの数）を指定します。

（注） デュアル プロセッサの 2GB メモリ システムの場合、イベント ゲートウェイの数の上限は 20 です。

Event CNS Event Command：この特定の Cisco Configuration Engine に接続するネットワーク要素を

設定するための CNS イベント コマンドを指定します。入力するコマンドは、対象のネットワーク要素

で設定されているコンフィギュレーションからイベント ゲートウェイのポート番号を除去したものと

一致する必要があります。たとえば、デバイスで cns event ce-host 11011 source Vlan1 keepalive 120 
2 reconnect 10 が設定されている場合は、コマンド cns event <ce-host> source Vlan1 keepalive 120 
2 reconnect 10 を入力します。ここで <ce-host> は、Cisco Configuration Engine サーバの IP アドレス

またはホスト名です。

Event CNS Bus Network Parameter：イベントのパブリッシュに使用されるホスト システムのアウト

バウンド ネットワーク インターフェイスを指定します。IP アドレス、ローカル ネットワーク イン

ターフェイスの名前、ホスト名、マルチキャスト アドレスのいずれかを指定できます。

Event CNS Bus Service Parameter：イベント バス デーモンの間でイベントのパブリッシュとリッス

ンに使用される UDP ポートを指定します。ホスト システムとその管理対象デバイスとの通信用に専用

のポートを指定すると、他の非関連イベントのリッスンによって生じるトラフィックを削減できます。

デフォルトは 7500 です。

Enter CNS Event Bus Daemon Parameter：イベント バス デーモンとそのクライアント アプリケー

ション間の TCP 接続に使用する TCP ポートを指定します。デフォルトは 7500 です。

Enable CNS Event Bus routing daemon logging (y/n)?イベント バスのロギングを有効または無効に

します。デフォルトは無効です。ログ ファイルは /var/log/CNSCE/rvrd/rvrd.log に作成されます。

Enter http port for Event Bus Web Administration GUI：イベント バス Web 管理インターフェイス

にアクセスするための HTTP ポートを指定します。デフォルトは 7580 です。

Would you like to open Event Bus Web Administration port (y/n)?イベント バス Web インターフェ

イスへのアクセス用の HTTP ポートを有効または無効にします。

表 2-4 イベント サービス パラメータの有効な値

パラメータ タイプ 範囲

Event Gateway application parameter(s) for NSM 英数字、ダッシュ、スペース 1 ～無制限

Event Gateway debug log y、n —
Log file rotation timer (minutes, 0=no rotation) タイマー 0 ～ 1440
Max log file size ファイル サイズ 1 ～ 2097152

（KB）

Log backup (y/n)? y、n —
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Web サービスの設定

次の Web サービス インターフェイスが用意されています。

• Enable CEConfigService web service：コンフィギュレーションをデバイスに送信またはデバイ

スから取得するための Web サービスを有効にします。

• Enable CEImageService web service：ファイルの削除、ハードウェア、ファイル システム、お

よびその内容のインベントリの取得、デバイスへのイメージの配信またはアクティブ化を行うため

の Web サービスを有効にします。

• Enable CEExecService web service：デバイスで show コマンドまたはリブートを実行するための 
Web サービスを有効にします。

• Enable CEAdminService web service：Cisco Configuration Engine でデバイスの管理に使用され

る各種システム オブジェクト（デバイス、ラインカード、イメージ、コンフィギュレーション

（テンプレート）、ユーザ、条件、グループ、パスワードなど）を作成および管理するための Web 
サービスを有効にします。

Number of Event Gateways that will be started with 
crypto operation

整数 1 ～ 11

デュアル プロ

セッサで 2GB 
メモリの場合

は 1 ～ 20
Number of Event Gateways that will be started with 
plaintext operation

整数 暗号モードが

有効な場合：

0 ～ 11
デュアル プロ

セッサで 2GB 
メモリの場合

は 0 ～ 20

暗号モードが

無効な場合：

1 ～ 11
デュアル プロ

セッサで 2GB 
メモリの場合

は 1 ～ 20
Is this a primary CE (y/n) y、n —
Event CNS Even Command コマンド —
Event CNS bus network parameter ネットワーク パラメータ —
Event CNS bus service parameter ポート番号 0 ～ 65535
Event CNS bus daemon parameter ポート番号 0 ～ 65535
Event CNS bus routing daemon logging (y/n) y、n —
HTTP port for Event Bus Web Administration GUI ポート番号 0 ～ 65535
Open Event Bus Web Administration port (y/n) y、n —

表 2-4 イベント サービス パラメータの有効な値（続き）

パラメータ タイプ 範囲
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• Enable CENSMService web service：名前空間、名前空間のサブジェクト、および名前空間のサ

ブジェクト マッピングを作成および管理するための Web サービスを有効にします。この Web サー

ビスには、サブジェクトを解決するための実用的なアプリケーション プログラミング インター

フェイス（API）も含まれます。

IMGW 再設定のパラメータ
このセクションには、IMGW 設定の再設定に必要となる一連のプロンプトが示されます。

Re-configure IMGW (y/n)? [n] y
Enter Gateway ID: [mainstreet] 
Run as daemon (y/n)? [y] 
Enter timeout in seconds for a CLI command to complete: [180] 
Enter timeout in seconds to get the next prompt in Telnet session: [60] 
Enter concurrent Telnet session limit: [20] 
Remove temporary logs of Telnet sessions into devices (y/n)? [y] 
Enter location of temporary logs of Telnet sessions into devices: [/tmp] 
Enter hoptest success retry interval (sec): [7200] 
Enter hoptest failure retry interval (sec): [3600] 
Enter logging level (verbose, error, silent): [error] 
Enter log file prefix: [IMGW-LOG] 
Enter log file size (bytes): [50331648] 
Enter log file rotation timer (seconds): [60] 
Enter logging mode (append, overwrite): [append] 
Alternative username prompt for device using TACACS/RADIUS: 
Alternative password prompt for device using TACACS/RADIUS:

IMGW パラメータ 
Reconfigure IMGW：この yes/no プロンプトへの答えによって、この後に IMGW 関連パラメータを

再設定するためのプロンプト セクションが表示されるかどうかが決まります。通常ユーザは常に n を
選択してください。

Gateway ID：IMGW プロセスに割り当てる一意の識別子。これはデフォルトで常にホスト名に設定さ

れます。

Run as daemon：通常使用の場合は y に設定します。n を使用するのはデバッグを目的とする場合だけ

です。

Timeout in seconds for a CLI command to complete：コマンドライン インターフェイス（CLI）が完

了するのを待機する 大時間（秒）。

Timeout in seconds to get the next prompt in Telnet session：Telnet セッションで次のプロンプトを

取得するのを待機する 大時間（秒）。

Concurrent Telnet session limit：IMGW がサポートする Telnet の 大同時接続数。

Remove temporary logs of Telnet sessions into devices：IMGW でダウンロードまたは実行のために

作成された一時ファイルを削除するかどうかを指定します。

Location of temporary logs of Telnet sessions into devices：IMGW の一時ファイルを作成するファイ

ル システムの場所。

Hoptest success retry interval：IMGW が成功リスト内のデバイス（接続性チェックが成功したデバ

イス）をチェックする時間間隔（分）。

Hoptest failure retry interval：IMGW が失敗リスト内のデバイス（接続性チェックが失敗したデバイ

ス）をチェックする時間間隔（分）。
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Logging level：verbose モードを選択すると、エラー メッセージとデバッグ メッセージが両方ともロ

グに記録されます。error モードではエラー メッセージだけが記録されます。silent モードではどの

メッセージも記録されません。

Log file prefix：ログ ファイル名の作成に使用するプリフィックス。作成されるファイル名は、プリ

フィックスと IMGW ゲートウェイ ID で構成されます。

Log file size：ログ ローテーションを実行するログ ファイルのサイズ。

Log file rotation timer：ログ ローテーションのためにログファイルのサイズをチェックする周期（秒）。

Logging mode：新しいログをログ ファイルの末尾に追記するか、以前のログを上書きするかを選択し

ます。

Alternative username/password prompts for device using TACACS/RADIUS：デバイスが 
TACACS+ または RADIUS サーバによって認証される場合、Telnet ユーザに返されるユーザ名 /パス

ワードのプロンプトを設定できます。alternative username/password prompts では、独自のユーザ名 /
パスワード プロンプトの組み合わせを指定できます。何も入力しなければ、デフォルトのユーザ名 /パ
スワード プロンプトである Username: と Password: が使用されます。

表 2-5 IMGW パラメータの有効な値

パラメータ タイプ 長さ /範囲

Gateway ID 英数字 1 ～ 32
Run as daemon y、n
Timeout in seconds for a CLI command to complete 整数 30 ～ 7200

（秒）

Timeout in seconds to get the next prompt in Telnet 
session

整数 30 ～ 7200
（秒）

Remove temporary logs of Telnet sessions into 
devices

y、n —

Location of temporary logs of Telnet sessions into 
devices

フル パス名 —

Concurrent Telnet Session Limit 整数 1 ～ 25
Hoptest success retry interval (sec) 整数 0 ～ 

2147483647

（秒）

Hoptest failure retry interval (sec) 整数 0 ～ 
2147483647

（秒）

Logging level verbose、error、silent —
Log file prefix 英数字 1 ～ 32
Log file size (bytes) 整数 5242880 ～ 

4294967295

（バイト）

Log file rotation timer (minutes) 整数 0 ～ 
2147483647

（秒）
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    外部ディレクトリ モードのセットアップ プロンプト
外部ディレクトリ モードのセットアップ プロンプト
外部ディレクトリ モードでもほとんどのプロンプトは内部ディレクトリ モードと同じですが、外部

ディレクトリ モード設定の導入部とサンプル スキーマのプロンプトが異なります。

外部ディレクトリ モードでは、外部ディレクトリにデバイス情報を問い合わせるようシステムが設定

されます。（デバイス クラスの）属性名やコンテナの場所など、外部ディレクトリのスキーマを構成す

る特定の情報をセットアップ時に入力する必要があります。

入力を簡単にするため、あらかじめ定義されたサンプル スキーマを使用することを選択し、それに応

じて外部ディレクトリを構成できます。

（注） 外部ディレクトリ モードでは FTP および TFTP ファイル サーバは常に無効になるため、これらのサー

ビスをセットアップするプロンプトは表示されません。すでに内部ディレクトリ モードで FTP または 
TFTP をセットアップしている場合は、外部ディレクトリ モードに切り替えた後、これらのサービスは

無効になります。これらのサービスを有効にするには、セットアップ プログラムを内部ディレクトリ 
モードで再度実行する必要があります。

次の例は、外部ディレクトリ モードでサンプル スキーマを有効にした場合のプロンプトを示します。

注意

• 角カッコ [...] 内にデフォルト値が示されます。デフォルト値を使用するには、単に Enter キーを

押します。

• ユーザ入力例を太字のテキストで示します。

（注） 外部モード セットアップ プロンプトの詳細については、「外部モード セットアップ パラメータについ

て」（P.2-16）を参照してください。

Choose operational mode of system. 0=internal directory mode, 1=external
directory mode. [0] 1

Email service settings:
-----------------------

Enter SMTP server (hostname.domainname or IP address): abc.cisco.com

Encryption settings:

Log file rotation timer (seconds) 整数 0 ～ 
2147483647

（秒）

Logging mode append、overwrite —
Username prompt for device using 
TACACS/RADIUS

印字可能な ASCII 文字 —

Password prompt for device using 
TACACS/RADIUS

印字可能な ASCII 文字 —

表 2-5 IMGW パラメータの有効な値（続き）

パラメータ タイプ 長さ /範囲
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Enable cryptographic (crypto) operation between Event Gateway(s)/Config
Server and device(s) (y/n)? [n] y
Enter absolute pathname of key file: /a/b/c
Enter absolute pathname of certificate file: /a/b/c

        Enabling plaintext operation will increase security risk.

Enable plaintext operation between Config Server and devices/GUI
administration (y/n)? [y]
Enable plaintext operation between Event Gateway and devices (y/n)? [y] 
Enter port number for http web access: [80] 
Enter port number for https web access: [443] 
Enter Tomcat internal port number: [8009] 
Enter Tomcat shutdown port number: [8005] 

Authentication settings:
------------------------

        IOS Devices are normally authenticated before being allowed to
        connect to the Event Gateway/Config Server. Disabling
        authentication will increase security risk.

Enable authentication (y/n)? [n] 

Event services settings:
------------------------

Enter Event Gateway application parameter(s) for NSM: [config] 
Enable Event Gateway debug log (y/n)? [n] 
Enter log file rotation timer (minutes, 0 = no rotation): [15] 
Enter max log file size (Kbytes): [3072] 
Enable log backup (y/n)? [y] 

        Each Event Gateway process serves 500 devices. Maximum number of
        Event Gateways allowed is 20.
Enter number of Event Gateways that will be started with plaintext
operation: [5] 4
Enter Cisco-CE Event Bus Network Parameter: [imgw-test7] 
Enter Cisco-CE Event Bus Service Parameter: [7500] 
Enter Cisco-CE Event Bus Daemon Parameter: [7500] 
Enable Cisco-CE Event Bus routing daemon logging (y/n)? [n] 
Enter http port for Event Bus Web Administration GUI: [7580] 

        Event Bus Web Admin port should always be closed unless the Web
        admin GUI is needed. Keeping web admin port open is a security
        risk.

Would you like to open Event Bus Administration port (y/n)? [n] 

External directory settings:
----------------------------
Do you want to authenticate Configuration Engine GUI users using external
Server ? (y/n) [n] y
Enter IP Address of external directory server: 10.1.2.3
Enter port number of external directory server: [389] 
Enter prefix for user name in external directory server: [cn] 
Enter suffix for user name in external directory server: o=myorg,c=us
Do you want to enable authorization? (y/n) [n] y
Enter UserDN for external directory server: cn=simpleuser,o=myorg,c=us
Enter password for the above user: *****
Re-enter password for the above user: *****
Enter role attribute name in user objectclass which defines the role: description
Enter role attribute value which defines the role of an administrator: admin
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Current settings of IMGW:
-------------------------
Gateway ID: imgw-test7
Run as daemon (y/n)? y
Timeout in seconds for a CLI command to complete: 180
Timeout in seconds to get the next prompt in Telnet session: 60
Concurrent Telnet session limit: 25
Hoptest success retry interval (sec): 0
Hoptest failure retry interval (sec): 0
Logging level (verbose, error, silent): error
Log file Prefix: IMGW-LOG
Log file size (bytes): 50331648
Log file rotation timer (seconds): 60
Logging mode (append, overwrite): append
Alternative username prompt for device using TACACS/RADIUS: 
Alternative password prompt for device using TACACS/RADIUS: 
Re-configure IMGW (y/n)? [n]

外部モード セットアップ パラメータについて
以降のパラメータ説明は、外部ディレクトリ モードに固有のパラメータに関するものです。上記の例

の全般的なパラメータの説明（両方のモードに共通）については、「内部モード セットアップ パラメー

タについて」（P.2-6）以降を参照してください。

IP address of directory server：外部ディレクトリの場所を表す IP アドレス。

Port number of directory server：外部ディレクトリのサービス ポート番号。

Directory server login name：Cisco-CE コンテキストの下位にあるすべてのオブジェクトの管理権限

を持つディレクトリ ユーザ（例：admin）。

Directory server password：ディレクトリ ユーザのパスワード。

User DN：ディレクトリ管理ユーザの完全な識別名。

Cisco-CE context：その下位にすべての Cisco Configuration Engine オブジェクトが作成される、ディ

レクトリ コンテキスト（DN）。これには、デバイス オブジェクト、グループ オブジェクト、アプリ

ケーション オブジェクト、イベント オブジェクトなどが含まれます。これらのオブジェクトは、

Cisco-CE コンテキストの下位にあるコンテナ内に作成できます。

Use sample schema：あらかじめ定義されたサンプル スキーマを有効にする場合は y を、有効にしな

い場合は n を選択します。サンプル スキーマの定義とデフォルト値については、「サンプル スキーマ」

を参照してください。

表 2-6 全般的な外部ディレクトリ モード パラメータの有効な値

パラメータ タイプ 長さ /範囲

IP address of the Directory Server IP アドレス —
Port number of the Directory Server ポート番号 0 ～ 65535
Directory server login name 英数字 1 ～ 32
Directory server password 英数字 1 ～ 20
User DN スペースを含む名前と値のペア 3 ～無制限

Cisco-CE context スペースを含む名前と値のペア 3 ～無制限
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サンプル スキーマ

初のプロンプト（Use sample schema (y/n):）に y と答えてサンプル スキーマを使用することを選択

した場合は、下記サンプルの角カッコで囲まれたデフォルト値がすべてのサンプル スキーマ属性に対

して使用され、これらの属性は表示されません。

初のプロンプトに n と答えてサンプル スキーマをそのまま使用しないことを選択した場合は、サン

プル スキーマの属性が表示され、その横の角カッコ内にデフォルト値が示されます。これらのデフォ

ルト値を上書きして独自のスキーマを作成できます。

Use sample schema (y/n): n
Enter container name under which device objects are stored: [ou=CNSDevices] 
Enter container name under which generic device objects are stored:
[ou=GenericDevices] 
Enter container name under which PIX device objects are stored:
[ou=PIXDevices] 
Enter container name under which linecard objects are stored:
[ou=LinecardDevices] 
Enter container name under which application objects are stored:
[ou=CNSApplications] 
Enter container name under which IMGW objects are stored: [ou=imgw] 
Enter container name under which CIS objects are stored: [ou=CISObjects] 
Enter container name under which image objects are stored: [ou=Images] 
Enter container name under which CIS device objects are stored:
[ou=CISDevices] 
Enter container name under which distribution objects for Image are stored:
[ou=Distributions] 
Enter container name under which Query objects are stored: [ou=Query] 
Enter objectclass for device object: [IOSConfigClass] 
Enter template attribute name in device objectclass: [IOSconfigtemplate] 
Enter config ID attribute name in device objectclass: [IOSConfigID] 
Enter event ID attribute name in device objectclass: [IOSEventID] 
Enter device category attribute name in device objectclass: [AdminDevType] 

        Enabling Modular Router feature allows you to configure linecards
        independently of the slot numbers.

Would you like to use Modular Router Feature (y/n)? [y] y
Enter IOS device type attribute name in device objectclass: [IOSlinecardtype]
Enter IOS sub devices attribute name in device objectclass: [IOSsubdevices]
Enter IOS main device attribute name in device objectclass: [IOSmaindevice]
Enter IOS slot attribute name in device objectclass: [IOSslot]
Enter interfaces info attribute name in device objectclass: [IOSinterfacesinfo]
Enter controllers info attribute name in device objectclass: [IOScontrollerinfo]
Enter voiceports info attribute name in device objectclass: [IOSvoiceportinfo]
Enter Cisco-CE group attribute name in device: [parent]
Enter Cisco-CE password attribute name in device object class: [AuthPassword]
Enter objectclass for bootstrap password object: [CNSBootstrapPwdClass]
Enter bootstrap password attribute name in bootstrap password objectclass: 
[CNSBootPassword]

定義

Device objects container name：その下位にデバイス オブジェクトが作成される、ディレクトリ内の

コンテナ。

Generic device objects container name：その下位に汎用デバイス オブジェクトが作成される、ディ

レクトリ内のコンテナ。

Groups objects container name：その下位にグループ オブジェクトが作成される、ディレクトリ内の

コンテナ。
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Application objects container name：その下位にアプリケーション オブジェクトが作成される、ディ

レクトリ内のコンテナ。

IMGW objects container name：その下位に IMGW オブジェクトが作成される、ディレクトリ内のコ

ンテナ。

Object class：デバイス オブジェクト用のユーザ定義オブジェクト クラスの名前。

Template attribute name：デバイス オブジェクト用のテンプレート ファイルを指定する、（Object 
class プロンプトで指定した）デバイス クラスの属性。これはテンプレート ファイルそのものではな

く、テンプレート ファイル名の値を保持する属性の名前である点に注意してください。

Config ID attribute name：コンフィギュレーション サーバ ドメイン内でデバイスを一意に識別する、

デバイス クラスの属性。

Event ID attribute name：イベント ゲートウェイ サーバ内でデバイスを一意に識別する、デバイス ク
ラスの属性。

Would you like to use Modular Router Feature (y/n)?：続く 7 つのモジュラ ルータ関連のスキーマ 
プロンプト（IOS-device-type attribute name から voiceports-info attribute name まで）を有効または無

効にします。

IOS device type attribute name：ディレクトリへのデバイス タイプ情報の格納に使用する単一値の文

字列属性。

IOS sub devices attribute name：ディレクトリ内のメイン デバイスに関連付けられたサブデバイス リ
ストを格納する属性。これは複数値属性である必要があります。

IOS main device attribute name：ディレクトリ内のサブデバイスのメイン デバイス名を格納する属性。

IOS slot device attribute name：スロットの番号付けに関連するインベントリ詳細を格納する属性。

Interfaces info attribute name：インターフェイスに関連するインベントリ詳細を格納する属性。

Controllers info attribute name：コントローラに関連するインベントリ詳細を格納する属性。

Voiceports info attribute name：音声ポートに関連するインベントリ詳細を格納する属性。

Cisco-CE group attribute：デバイス オブジェクトが属するグループを指定する、デバイス クラスの

属性。これは単なる属性名であり、グループそのものではない点に注意してください。また、これが必

要となるのは、NSM ディレクティブが HTTP モードに設定されている場合だけです。

Cisco-CE password attribute name in device object class：ホスト システムが IOS デバイスからの 
CNS パスワードとして予期する値を格納する、デバイス クラスの属性。認証のバイパスが y の場合、

このプロンプトは無効になります。

objectclass for bootstrap password object：ブートストラップ パスワード オブジェクト用のユーザ定

義オブジェクトの名前。認証のバイパスが y の場合、このプロンプトは無効になります。

Bootstrap password attribute name in bootstrap password object class：ホスト システムがブートス

トラップ パスワードとして使用する値を格納する、ブートストラップ パスワード クラスの属性。認証

のバイパスが y の場合、このプロンプトは無効になります。

表 2-7 サンプル スキーマ パラメータの有効な値

パラメータ タイプ 長さ

Device object container name スペースを含む名前と値のペア 3 ～無制限

Generic device object container name スペースを含む名前と値のペア 3 ～無制限

Group object container name スペースを含む名前と値のペア 3 ～無制限

Application container name スペースを含む名前と値のペア 3 ～無制限

Object class 英数字 1 ～ 80
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コマンド ラインによるコンポーネントの起動 /停止のサ
ポート

Cisco Configuration Engine 3.5 は、次のコンポーネントの起動 /停止をサポートします。

• http/tomcat（Web サーバ）：/etc/init.d/httpd {start|stop}

• IMGW：/etc/init.d/Imgw {start|stop}

• イベント ゲートウェイ：/etc/init.d/EvtGateway {start|stop} [ポート番号 ]

• イベント ゲートウェイ（暗号モード）：/etc/init.d/EvtGatewayCrypto {start|stop} [ポート番号 ]

Cisco Configuration Engine 3.5 には、コンポーネントの起動と停止を処理する 2 つの新しいスクリプ

トが含まれています。サーバの中には他のサーバへの依存関係を持つものがあります。そのため、その

ようなタイプのサーバにはシャットダウンおよびスタートアップ スクリプトは用意されていません。

たとえば http/tomcat では、このサーバが動作する前提として Tibco が起動している必要があります。

Tibco をシャットダウンして再起動すると、Tibco に依存する Web サーバ（httpd と tomcat）に接続の

問題が発生します。したがって、Tibco の再起動はサポートされていません。

• ce_startup：各種コンポーネント用のすべてのスタートアップ スクリプトを 1 つにまとめたスク

リプト。

このスクリプトは ${CISCO_CE_INSTALL_ROOT}/CSCOcnsie/bin/ にあります。

-all：すべてのサービスを起動するオプション（デフォルト）。

-http：Apache、Tomcat、コンフィギュレーション サーバ、イメージ サーバ、Web サービスを

起動。

-imgw：IMGW サーバを起動。

Template attribute name 英数字 1 ～ 80
Config ID attribute name 英数字 1 ～ 80
Device ID attribute name 英数字 1 ～ 80
Event ID attribute name 英数字 1 ～ 80
IOS device type attribute name 英数字 1 ～ 80
IOS sub device type attribute name 英数字 1 ～ 80
IOS main device type attribute name 英数字 1 ～ 80
IOS slot attribute name 英数字 1 ～ 80
Interfaces info attribute name 英数字 1 ～ 80
Controllers info attribute name 英数字 1 ～ 80
Voiceports info attribute name 英数字 1 ～ 80
Cisco-CE group attribute 英数字 1 ～ 80
Cisco-CE password attribute name 英数字 1 ～ 80
Objectclass for bootstrap password object 英数字 1 ～ 80
Bootstrap password attribute name 英数字 1 ～ 80

表 2-7 サンプル スキーマ パラメータの有効な値（続き）

パラメータ タイプ 長さ
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-eventgw：暗号モードのイベント ゲートウェイを含むイベント ゲートウェイを起動。このスクリ

プトは、セットアップ データ ファイル varsetup.dat を読み取ってユーザ入力 enable_ssl の値を取

得します。この値が y（yes）の場合は EvtGatewayCrypto が実行され、それ以外の場合は 
EvetGateway が実行されます。

-monitor：Configuration Engine の Monitor スクリプト。

• ce_shutdown：各種コンポーネント用のすべての停止スクリプトを 1 つにまとめたスクリプト。

このスクリプトは ${CISCO_CE_INSTALL_ROOT}/CSCOcnsie/bin/ にあります。

-all：すべてのサービスを停止するオプション（デフォルト）。

-http：Apache、Tomcat、コンフィギュレーション サーバ、イメージ サーバ、Web サービスを

停止。

-imgw：IMGW サーバを停止。

-evtgw：暗号モードのイベント ゲートウェイを含むイベント ゲートウェイを停止。

-monitor：Configuration Engine Monitor スクリプト。

DNS へのシステムの登録
システムのホスト名を DNS 名として、システムを DNS に登録します。

注意 システムのホスト名を DNS 名としてシステムを DNS に登録しない場合、ネットワーク接続の問題

が発生する可能性があります。

イベントは、IP アドレスではなくホスト名を識別子としてルータに送信されます。したがって、ホス

ト システムが DNS に登録されていない場合、ルータからホスト システムを見つけることができず、

ルータにコンフィギュレーションをダウンロードできません。

SSL 証明書の設定
SSL を設定するには、有効な証明書を生成する必要があります。

ステップ 1 OpenSSL がインストールされている任意の UNIX ホストで、次のコマンドを入力します。

% openssl genrsa –out server.key 1024
% chown root:root server.key
% chmod 400 server.key
% openssl req –new –key server.key –out server.csr

ステップ 2 共通名が対象のホストの完全修飾名（例：www.company.com）であることを確認します。

ステップ 3 署名を取得するためにファイル server.csr を認証機関（CA）に送信します。

（注） ファイル server.key と server.crt がホスト システム上に存在する必要があります。
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ソフトウェアのインストールの検証

ステップ 1 別のコンピュータに移動し、Web ブラウザを起動します。

Cisco Configuration Engine は次のものをサポートしています。

• Java SE Development Kit 6 update 5 以上

• Internet Explorer 6.0 以上

ステップ 2 ネットサイト ウィンドウで、Cisco Configuration Engine の URL を入力します。

例：http://<ip_address>

ここで <ip_address> は、ホスト システムの設定時に入力した IP アドレスです。ホスト名を DNS 
ドメイン内で定義して登録している場合は、ホスト名を使用してもかまいません。

（注） セットアップ プログラムで暗号化を有効にした場合は、https://<ip_address> を使用する必要

があります。

Cisco Configuration Engine のログイン ページが表示されます 

ステップ 3 ホスト システムの設定時に入力した ConfigService 管理 ID とパスワードを入力します。

ホーム ページが表示されます 

Cisco Configuration Engine のホーム ページ（図 2-1）に到達した場合は、Cisco Configuration Engine 
が正常にインストールされています。
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図 2-1 内部ディレクトリ モードのホーム ページ

システムへのイメージの再導入
ハード ディスク上のイメージが破損した場合、ディスクが動作していれば（つまり、ハード ディスク

から再起動できる状態であれば）、Cisco Configuration Engine ソフトウェアをいったんアンインストー

ルしてから再インストールすることで、システムにイメージを再導入できます。
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Cisco IOS CNS エージェントの設定

Cisco Configuration Engine に加えて、Cisco Configuration Engine に接続するエージェント デバイス

（ルータやスイッチ）を設定する必要があります。この章では、Cisco Configuration Engine ソフトウェア

の概要と、Cisco IOS Cisco Networking Services（CNS）エージェントの設定に関する情報を示します。

（注） • Cisco Configuration Engine の詳細な設定情報については、次の URL にある『Cisco Configuration 
Engine Administration Guide』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/configuration_engine/3.5/administration/guide/CE_a
g.html

• この章で使用するコマンドの詳細な構文と使用方法については、次の URL にある『Cisco IOS 
Network Management Command Reference, Release 12.4』を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/prod_command_reference_list.html

この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco Configuration Engine ソフトウェアについて」（P.3-1）

• 「Cisco IOS エージェントについて」（P.3-5）

• 「Cisco IOS エージェントの設定」（P.3-6）

Cisco Configuration Engine ソフトウェアについて
Cisco Configuration Engine は、ネットワーク デバイスやサービスの展開、管理、およびアップグレー

ドを自動化するためのコンフィギュレーション サービスの役割を果たすネットワーク管理ソフトウェ

アです（図 3-1 を参照）。各 Configuration Engine は、シスコ デバイス（ルータやスイッチ）のグルー

プとそれらのデバイスが提供するサービスを管理し、各デバイスのコンフィギュレーションを保存し

て、必要に応じて配信します。Cisco Configuration Engine は、デバイス固有のコンフィギュレーショ

ン変更を生成してデバイスに送信し、コンフィギュレーション変更を実行して結果をログに記録するこ

とにより、初期設定とコンフィギュレーションの更新を自動化します。
3-1
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図 3-1 Cisco Configuration Engine のアーキテクチャの概要

Cisco Configuration Engine はスタンドアロン モードとサーバ モードをサポートします。

• スタンドアロン モードでは、内部に組み込まれたディレクトリ サービスがサポートされます。こ

のモードでは、外部ディレクトリやその他のデータ ストアは必要ありません。

• サーバ モードでは、ユーザが定義した外部ディレクトリの使用がサポートされます。

Cisco Configuration Engine には次の CNS コンポーネントが含まれます。

• コンフィギュレーション サービス（Web サーバ、ファイル マネージャ、名前空間マッピング サー

バ）

• イベント サービス（イベント ゲートウェイ）

• データ サービス ディレクトリ（データ モデルとスキーマ）

次のセクションでさらに詳しく説明します。

• 「コンフィギュレーション サービス」（P.3-2）

• 「イベント サービス」（P.3-3）

• 「CNS ID とデバイスのホスト名」（P.3-3）

コンフィギュレーション サービス

コンフィギュレーション サービスは Cisco Configuration Engine の中核コンポーネントです。これは、

各ルータ上に存在するコンフィギュレーション エージェントと連携して機能するコンフィギュレー

ション サーバから成ります。コンフィギュレーション サービスは、Cisco IOS デバイスの初期設定や

論理グループ別の一括再設定のために、デバイスやサービスのコンフィギュレーションを Cisco IOS デ
バイスに配信します。ルータはネットワーク上で初めて起動したときにコンフィギュレーション サー

ビスから初期設定を受け取ります。

コンフィギュレーション サービスはイベント サービスを使用して、コンフィギュレーション変更を適

用するために必要なイベントを送信し、成功または失敗を示す通知を受信します。

Configuration
Engine

  

 

 

 

Web 
 

14
13

27
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コンフィギュレーション サーバは、コンフィギュレーション テンプレートや組み込みディレクトリ

（内部ディレクトリ モード）またはリモート ディレクトリ（外部ディレクトリ モード）に保存された

デバイス固有のコンフィギュレーション情報を使用する Web サーバから成ります。

コンフィギュレーション テンプレートは、CLI コマンド形式の静的なコンフィギュレーション情報を

含むテキスト ファイルです。このテンプレートでは、ディレクトリに保存されたデバイス固有のコン

フィギュレーション情報を参照する Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）URL を使用して

変数が指定されます。

コンフィギュレーション サーバは、管理対象の Cisco IOS デバイスで実行されているコンフィギュ

レーション エージェントとの通信に HTTP を使用します。データは eXtensible Markup Language
（XML）形式で転送されます。ルータのコンフィギュレーション エージェントは独自の XML パーサー

を使用してコンフィギュレーション データを解釈し、受信したコンフィギュレーションから XML タ
グを除去します。

コンフィギュレーション エージェントは、受信したコンフィギュレーション ファイルの構文チェック

も実行できます。また、イベント ゲートウェイを通じて、構文チェックが成功したかどうかを示すイ

ベントをパブリッシュすることもできます。

イベント サービス

Cisco Configuration Engine は、イベントの受信と生成にイベント サービスを使用します。イベント 
エージェントは Cisco IOS デバイスに常駐し、ルータと Cisco Configuration Engine 上のイベント ゲー

トウェイとの通信を容易にします。

イベント サービスは、スケーラビリティの高いパブリッシュ /サブスクライブ型の通信方式です。イベ

ント サービスは、サブジェクトベースのアドレス指定を使用してメッセージが宛先に到着するように

します。サブジェクトベースのアドレス表記法は、メッセージとその宛先に対して簡単で均一な名前空

間を定義します。

NameSpace Mapper
Cisco Configuration Engine は NameSpace Mapper（NSM）を備えています。これは、アプリケーショ

ン、デバイスまたはグループ ID、およびイベントに基づいてデバイスの論理グループを管理するため

の検索サービスを提供します。

Cisco IOS デバイスは、Cisco IOS ソフトウェアで設定されたものと一致するイベント サブジェクト名

（例：cisco.mgmt.cns.config.load）だけを認識します。名前空間マッピング サービスを使用すると、任

意の命名規則を使用してイベントを指定できます。データ ストアにサブジェクト名を入力しておくと、

NSM によってイベント サブジェクト名の文字列が Cisco IOS で認識される文字列に変換されます。

サブスクライバの場合、一意のデバイス ID とイベントが指定されると、名前空間マッピング サービス

はサブスクライブ対象のイベント セットを返します。同様にパブリッシャの場合は、一意のグループ 
ID、デバイス ID、およびイベントが指定されると、パブリッシュ対象のイベント セットを返します。

CNS ID とデバイスのホスト名

Cisco Configuration Engine は、設定対象の各デバイスに一意の識別子が関連付けられていることを前

提としています。この一意の識別子は複数のシノニムを持つことができ、各シノニムは特定の名前空間

内で一意です。イベント サービスは、メッセージのサブジェクトベースのアドレス指定に名前空間の

内容を使用します。
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Cisco Configuration Engine は、イベント バス用とコンフィギュレーション サーバ用の 2 つの名前空間

を交差します。コンフィギュレーション サーバ名前空間の範囲内では、ConfigID という用語がデバイ

スの一意の識別子です。イベント バス名前空間の範囲内では、DeviceID という用語がデバイスの一意

の CNS 識別子です。

Cisco Configuration Engine はイベント バスとコンフィギュレーション サーバの両方を使用してデバイ

スにコンフィギュレーションを提供するため、設定対象のデバイスごとに ConfigID と Device ID の両

方を定義する必要があります。

コンフィギュレーション サーバの単一インスタンスの範囲内では、2 つの設定対象デバイスが同じ 
ConfigID の値を共有することはできません。イベント バスの単一インスタンスの範囲内では、2 つの

設定対象デバイスが同じ DeviceID の値を共有することはできません。

ConfigID
設定対象のデバイスはそれぞれ一意の ConfigID を持ちます。これは Cisco Configuration Engine ディ

レクトリからデバイス CLI 属性の対応するセットを取得するためのキーとなります。デバイスで定義

された ConfigID は、Cisco Configuration Engine 上の対応するデバイス定義の ConfigID と一致する必

要があります。

DeviceID
イベント バスに参加している設定対象デバイスはそれぞれ一意の DeviceID を持ちます。これはデバイ

ス ソース アドレスに似ており、これによってデバイスをバス上の特定の宛先として指定できます。cns 
event ip port グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して設定されたデバイスはすべて、

イベント バスにアクセスする必要があります。したがって、（デバイスを起源とする）DeviceID が、

Cisco Configuration Engine 内の対応するデバイス定義の DeviceID と一致する必要があります。

DeviceID の起源は、デバイスの Cisco IOS ホスト名によって定義されます。ただし、DeviceID 変数は

デバイスに隣接するイベント ゲートウェイ内に存在し、そこで使用されます。

イベント バス上の論理的な Cisco IOS 終端地点はイベント ゲートウェイに組み込まれており、イベン

ト ゲートウェイがデバイスの代わりにプロキシの役割を果たします。イベント ゲートウェイは、イベ

ント バスに対してデバイスとデバイスに対応する DeviceID を表します。

デバイスは、イベント ゲートウェイへの接続が成功すると、ただちに自身のホスト名をイベント ゲー

トウェイに宣言します。イベント ゲートウェイは、この接続が確立されるたびに DeviceID の値を 
Cisco IOS ホスト名に結び付けます。この DeviceID の値はデバイスが接続されている間キャッシュさ

れます。

ホスト名と DeviceID
DeviceID はイベント ゲートウェイに接続した時点で固定され、デバイスのホスト名が再設定された場

合にも変更されません。

デバイスでホスト名を変更するとき、DeviceID を更新する唯一の方法は、デバイスとイベント ゲート

ウェイ間の接続を切断することです。no cns event グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力

した後、cns event グローバル コンフィギュレーション コマンドを入力します。コマンド cns id event 
を使用すると、デバイスとイベント ゲートウェイ間の接続を切断せずに DeviceID を変更できます。

接続が再確立されると、デバイスは変更された自身のホスト名をイベント ゲートウェイに送信します。

イベント ゲートウェイは DeviceID を新しい値に再定義します。
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注意 Cisco Configuration Engine のユーザ インターフェイスを使用する場合は、 初に DeviceID フィー

ルドを、デバイスで cns config initial グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用した後
に（使用する前ではない）デバイスが取得するホスト名の値に設定する必要があります。そうしな

ければ、後続の cns event ip port グローバル コンフィギュレーション コマンドの操作が正しく機能

しません。

ホスト名、DeviceID、および ConfigID の使用

スタンドアロン モードでは、デバイスのホスト名の値が設定されている場合、コンフィギュレーショ

ン サーバからイベントがホスト名に送信されるときに、設定されたホスト名が DeviceID として使用さ

れます。ホスト名が設定されていない場合、イベントはデバイスの cn=<値> に送信されます。

サーバ モードでは、ホスト名は使用されません。このモードでは、バス上でイベントを送信する際に

常に一意の DeviceID 属性が使用されます。この属性が設定されていない場合は、デバイスを更新でき

ません。

これらの属性および関連するその他の属性（タグと値のペア）は、Cisco Configuration Engine でセッ

トアップ プログラムを実行するときに設定されます（第 2 章「セットアップ プログラムの実行」を参

照）。

Cisco IOS エージェントについて
CNS イベント エージェント機能により、デバイスはイベント バス上のイベントをパブリッシュおよび

サブスクライブできます。このエージェント機能は Cisco IOS エージェントと連携します。Cisco IOS 
エージェント機能は、デバイスをサポートするために次の機能を提供します。

• 「初期設定」（P.3-5）

• 「差分（部分的）設定」（P.3-6）

• 「コンフィギュレーションの同期」（P.3-6）

初期設定

デバイスは初めて起動するとき、ネットワーク上に DHCP 要求をブロードキャストして IP アドレスを

取得しようとします。サブネット上に DHCP サーバがない場合は、ディストリビューション デバイス

が DHCP リレー エージェントの役割を果たし、DHCP 要求を DHCP サーバに転送します。DHCP 
サーバはこの要求を受け取ると、新しいデバイスに IP アドレスを割り当て、DHCP リレー エージェン

トへのユニキャスト応答に TFTP サーバの IP アドレス、ブートストラップ コンフィギュレーション 
ファイルのパス、およびデフォルト ゲートウェイの IP アドレスを含めます。DHCP リレー エージェン

トはその応答をデバイスに転送します。

デバイスは割り当てられた IP アドレスをインターフェイス VLAN 1（デフォルト）に自動的に設定し、

TFTP サーバからブートストラップ コンフィギュレーション ファイルをダウンロードします。ブート

ストラップ コンフィギュレーション ファイルのダウンロードが成功すると、そのファイルがデバイス

の実行コンフィギュレーションにロードされます。

Cisco IOS エージェントは、適切な ConfigID と EventID を使用して Cisco Configuration Engine との

通信を開始します。Cisco Configuration Engine は Config ID をテンプレートにマップし、完全なコン

フィギュレーション ファイルをデバイスにダウンロードします。
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図 3-2 に、DHCP ベースの自動設定を使用して初期ブートストラップ コンフィギュレーション ファイ

ルを取得するためのネットワーク構成例を示します。

図 3-2 初期設定の概要

差分（部分的）設定

ネットワークが稼動した後、Cisco IOS エージェントを使用して新しいサービスを追加できます。差分

（部分的）設定をデバイスに送信することが可能です。実際のコンフィギュレーションは、イベント 
ゲートウェイを介してイベント ペイロードとして送信するか（プッシュ操作）、デバイスにプル操作を

開始させる信号イベントとして送信できます。

デバイスはコンフィギュレーションを適用する前にその構文をチェックできます。構文が正しい場合、

デバイスは差分設定を適用し、コンフィギュレーション サーバに成功を通知するイベントをパブリッ

シュします。差分設定を適用しない場合、デバイスはエラー ステータスを示すイベントをパブリッ

シュします。差分設定が適用されたデバイスは、差分設定を NVRAM に書き込むか、そうするよう通

知されるまで待機します。

コンフィギュレーションの同期

コンフィギュレーションを受け取ったデバイスでは、書き込み信号イベントの受信時にコンフィギュ

レーションの適用を延期できます。書き込み信号イベントは、更新されたコンフィギュレーションを 
NVRAM に保存しないようデバイスに通知します。デバイスは更新されたコンフィギュレーションを

実行コンフィギュレーションとして使用します。これにより、デバイス コンフィギュレーションが他

のネットワーク アクティビティと同期してから、コンフィギュレーションを次回のリブート時に使用

するために NVRAM に保存できます。

Cisco IOS エージェントの設定
デバイスの Cisco IOS ソフトウェアには Cisco IOS エージェントが組み込まれており、これによってデ

バイスへの接続やデバイスの自動設定が実行されます。この設定は変更可能で、カスタム設定をインス

トールすることもできます。手順については、デバイスのタイプ（ルータまたはスイッチ）と各デバイ

ス タイプでサポートされている Cisco IOS ソフトウェアに基づいて、適切なソフトウェア コンフィ

ギュレーション ガイドを参照してください。

TFTP

DHCP  
  

Configuration
Engine

 

27
28

53

DHCP
V

WAN
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次の例は、Cisco 871 ルータでの Cisco IOS コマンドのサンプルを示します。

Cisco 871 ルータでの Cisco CNS コマンドの例

（注） myCE をご使用の CE ホスト名に、myCE_domain をご使用の CE fdqn に、IP アドレス 1.1.1.1 を正し

い IP アドレスにそれぞれ置き換えてください。

• 平文の例：

ip host 1.1.1.1
ip host myCE_domain 1.1.1.1
cns trusted-server all-agents myCE
cns trusted-server all-agents myCE_domain 
cns id mac-address 
cns id mac-address event 

cns id mac-address image

cns event myCE keepalive 60 3
cns config partial myCE 80
cns image server http://myCE:80/cns/HttpMsgDispatcher status 

http://myCE:80/cns/HttpMsgDispatcher
cns exec

• 暗号 SSL 接続の例（ポート 11012 を使用していると想定）：

ip host myCE 1.1.1.1
ip host myCE_domain 1.1.1.1
cns trusted-server all-agents myCE
cns trusted-server all-agents myCE_domain

cns id mac-address 

cns id mac-address event 
cns id mac-address image 
cns event myCE encrypt keepalive 60 3
cns config partial myCE encrypt 443
cns image server http://myCE:443/cns/HttpMsgDispatcher status 

http://myCE:443/cns/HttpMsgDispatcher
cns exec encrypt 443

ここでは、CNS コマンドの使用上のガイドラインについて説明します。

• cns trusted-server：cns trusted-server コマンドを使用すると、個々の CNS エージェントまたはす

べての CNS エージェントの信頼されるサーバを指定できます。このリストにないサーバに接続し

ようとすると、メッセージ AUTHENTICATION FAILURE が表示されます。

• cns id：このコマンドは、CNS コンフィギュレーション エージェントに一意の ID を設定する場

合、または CNS サービスによって使用される ID Cisco IOS デバイス識別子を設定する場合に使用

します。

• cns event：このコマンドは、Cisco IOS クライアントに CNS イベント サービスを提供する場合に

使用します。このコマンドを使用すると、デバイスと Cisco Configuration Engine 間の接続を確立

できます。たとえば、このコマンドをオフにすると、GUI 上のエージェント対応デバイスが緑か

ら赤に変わります。

• cns config partial：このコマンドは、CNS 部分設定エージェントを起動する場合に使用します。

たとえば、このコマンドを使用すると、Cisco Configuration Engine の設定機能を更新できます。
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• cns image：このコマンドは、CNS イメージ エージェント プロセスを起動し、CNS イベント バス

でイメージ関連イベントをリッスンする場合に使用します。

• cns exec：CNS exec エージェントを使用すると、コマンドを含むイベント メッセージを送信する

ことで、リモート アプリケーションから Cisco IOS デバイス上の EXEC モード コマンドライン イ
ンターフェイス（CLI）コマンドを実行できます。たとえばこのコマンドは、Config Engine のデ

バイス検出機能やデバイス インベントリの照会機能に必要となります。
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マルチホーム システムのセットアップ

デフォルトでは、Cisco Configuration Engine ソフトウェアのインストール時にシングルホーム システ

ムのセットアップが提供されます。マルチホーム システムのセットアップが必要な場合は、Cisco 
Configuration Engine サーバのネットワーク パラメータを手動でカスタマイズする必要があります。こ

の章では、これらのネットワーク パラメータを手動でカスタマイズする手順について説明します。次

の事項について説明します。

• 「セットアップの制限事項」（P.4-1）

• 「マルチホーム システムの一般的な展開」（P.4-2）

• 「ルーティング テーブルについて」（P.4-4）

• 「ルーティング テーブルの手動での更新」（P.4-5）

• 「ルーティング テーブルのリロード」（P.4-9）

• 「/etc/hosts ファイルに関する情報」（P.4-9）

セットアップの制限事項
Cisco Configuration Engine サーバには eth0（Ethernet 0）と eth1（Ethernet 1）の 2 つのネットワーク 
インターフェイスがインストールされています。両方のインターフェイスを設定してネットワークに接

続できます。Cisco Configuration Engine のセットアップには次の制限があります。

1. セットアップ時に入力するホスト名とドメイン名は eth0 の識別情報になります。

2. eth1 にホスト名とドメイン名は割り当てられません。

3. eth0 と eth1 のどちらのインターフェイスについても、デフォルト ゲートウェイは eth0 と同じ

ネットワーク上に設定する必要があります。

4. 管理ネットワークへの接続には Ethernet0 が使用されます。Customer Premises Equipment（CPE; 
顧客宅内機器）は管理ネットワーク内に存在します。

5. ルーティング テーブルに追加ルートを追加するためのセットアップ プロンプトはありません。

6. Cisco Configuration Engine のユーザ インターフェイスではルーティング テーブルを操作できま

せん。

7. ルーティング テーブルへの変更の自動バックアップおよび保存は行われません。
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マルチホーム システムの一般的な展開 
図 4-1 に、Cisco Configuration Engine ソフトウェアをインストールした Cisco Configuration Engine 
サーバをプライベート ネットワークとパブリック ネットワークの 2 つのネットワーク環境に展開する

場合の一般的な例を示します。

• プライベート ネットワーク：このプライベート ネットワークには Network Operation Center
（NOC; ネットワーク オペレーション センター）が配備されており、プロビジョニング アプリケー

ションが CNS イベント バスを通じて Cisco Configuration Engine に接続します。

• パブリック ネットワーク：このパブリック ネットワークは管理ネットワークへの入口であり、

CPE が TCP 接続を通じて Cisco Configuration Engine に接続します。

この展開例では、プロビジョニング アプリケーションを外部トラフィックから物理的に隔離するため

に、ネットワーク管理にセキュリティが設けられています。
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図 4-1 マルチホーム システムの一般的な展開

次の点に注意しながら、図 4-1（P.4-3） および「セットアップの制限事項」（P.4-1）を参照してくださ

い。

• パブリック（管理）ネットワーク内の CPE への接続には Ethernet0 が使用され（制限事項 4）、プ

ライベート ネットワーク内のプロビジョニング アプリケーションへの接続には eth1 が使用され

ます。
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NOC
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209.165.201.6
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CPE

209.165.202.133
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Cisco Configuration Engine 

Cisco Configuration Engine     
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• デフォルト ゲートウェイの場所が制限されるため、ゲートウェイ 209.165.202.132 がデフォルト 
ゲートウェイになります（制限事項 3）。実際には、この制限事項には、プライベート ネットワー

クに向かうすべてのルートが Cisco Configuration Engine サーバのルーティング テーブルで明示的

に宣言（または制御）されていることが必要となります。

• CNS イベント バスの場所は、Cisco Configuration Engine のセットアップ時に表示される CNS 
Event Bus Network Parameter プロンプトによって制御されます。デフォルトでは、CNS イベント 
バスは eth0 に設定されます。これは、イベント バスがパブリック ネットワークで起動することを

意味します。イベント バスをプライベート ネットワークで起動する場合は、CNS Event Bus 
Network Parameter を eth1 の IP アドレスに設定する必要があります。

• デフォルトでは、Cisco Configuration Engine のセットアップ時に直接ルートとデフォルト ルート

がルーティング テーブルに自動的に作成されます。間接ルートはネットワーク管理者が手動で

ルーティング テーブルに追加する必要があります（制限事項 5）。詳細については、「ルーティング 
テーブルへの間接ルートの追加」（P.4-6）を参照してください。

（注） このパブリック ネットワークでは、ネットワーク 209.165.201.0/27、192.168.0.0/16、および 
209.165.200.224/27 に至るルートはデフォルト ゲートウェイまたは Cisco Configuration Engine サーバ

のどちらかで定義できます。これらのルートをデフォルト ゲートウェイで定義すると、Cisco 
Configuration Engine サーバの管理負荷が軽減されるので、デフォルト ゲートウェイで定義することを

お勧めします。ただしこの章では、Cisco Configuration Engine サーバで実行できるルーティング テー

ブル管理タスクを説明するために、Cisco Configuration Engine サーバでこれらのルートを定義してい

ます。

ルーティング テーブルについて
Cisco Configuration Engine サーバのルーティング テーブルは、2 つのネットワーク トポロジを管理す

る際に主要な役割を果たします。Cisco Configuration Engine サーバはパブリック ネットワークとプラ

イベート ネットワーク間のトラフィックを通過させるためのゲートウェイではなく、Cisco 
Configuration Engine サーバではネットワークへのアクセスが制御および抑制されます。したがって、

ルーティング テーブルで管理するルートの数は少なくする必要があります。現在採用されているルー

ティング テーブルの管理方法はスタティック ルーティングです。

ルーティング テーブル内の各ルートは、アウトバウンド トラフィックを誘導する、ネットワーク イン

ターフェイスから到達可能なネットワークまでの経路を記述します。ルーティング テーブルには、直

接、間接、デフォルトの 3 種類のルートが必要です。

直接ルートについて

直接ルートは、ネットワーク インターフェイスに直接接続するネットワークを指定します。たとえば、

図 4-1 の直接接続ネットワークは、ネットワーク 10.1.0.0/24 と 209.165.202.128/27 です。これら 2 つ
の直接ルートは次のとおりです。

• eth1 > 10.1.0.0/24

• eth0 > 209.165.202.128/27 

間接ルートについて

間接ルートは、直接接続されたゲートウェイから間接的に接続されたネットワークまでの経路を記述し

ます。次の点に注意しながら、図 4-1 を参照してください。

パブリック ネットワーク内の間接的に接続されたネットワークは次のとおりです。

• 10.2.0.0/24
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• 209.165.201.0/27

• 192.168.0.0/16

• 209.165.200.224/27

パブリック ネットワーク内の間接ルートは次のとおりです。

• 209.165.202.133 > 209.165.201.0/27

• 209.165.202.132 > 192.168.0.0/16

• 209.165.202.133 > 209.165.200.224/27 

（注） ネットワーク 209.165.200.224/27 宛てのパケットは、まずゲートウェイ 209.165.202.133 
に転送され、次にゲートウェイ 209.165.201.7 に送信されます。したがって、Cisco 
Configuration Engine サーバのルーティング テーブルにルート 209.165.202.133 > 
209.165.200.224/27 が必要になります。

プライベート ネットワーク内の間接ルートは次のとおりです。

• 10.1.0.6 >10.2.0.0/24 

デフォルト ルートについて

デフォルト ルートは、一致するルートのないアウトバウンド パケットを送信するためのデフォルト 
ゲートウェイを指定します。図 4-1 のデフォルト ルートは 209.165.202.132 > 0.0.0.0/0 です。

（注） ネットワーク 0.0.0.0/0 は、任意のネットワーク アドレスに一致するワイルドカード表記です。

ルーティング テーブルの手動での更新
デフォルトでは、Cisco Configuration Engine のセットアップ時に直接ルートとデフォルト ルートが

ルーティング テーブルに自動的に作成されます。間接ルートはネットワーク管理者が手動でルーティ

ング テーブルに追加する必要があります。次のセクションでは、間接ルートを手動で追加する手順と

デフォルト ルートを変更する手順を示します。

• 「間接ルート」（P.4-5）

• 「デフォルト ルート」（P.4-8）

• 「直接ルート」（P.4-9）

（注） ルーティング テーブルを変更するときは、シリアル ポートのコンソール接続からログインすることを

お勧めします。

間接ルート

ルーティング テーブルのルートを表示、追加、または削除するには、各種 route コマンドを使用しま

す。次のセクションでさらに詳しく説明します。

• 「ルーティング テーブルの表示」（P.4-6）

• 「ルーティング テーブルへの間接ルートの追加」（P.4-6）
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• 「ルーティング テーブルからのルートの削除」（P.4-7）

• 「永続的更新：間接ルート」（P.4-7）

ルーティング テーブルの表示

ルーティング テーブルを表示するには、route –n コマンドを使用します。

Router# route -n

（注） –n オプションを指定すると、シンボリック ホスト名の代わりに数値アドレスが表示されるので、ホス

ト名の DNS 参照が不要になります。これにより、DNS が使用できない場合、または DNS に到達でき

ない場合にコマンドがハングする事態を防ぐことができます。

ルーティング テーブルの例

Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
209.165.202.128 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
10.1.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
172.16.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 209.165.202.132 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

（注） 初の 2 行は直接ルートです（eth0 > 209.165.202.128 と eth1 > 10.1.0.0）。

後の行はデフォルト ルートです（209.165.202.132 > 0.0.0.0）。このデフォルト ルートは Cisco 
Configuration Engine のセットアップ時に設定されます。

3 行目はループバック インターフェイスを使用するためのルートです（lo > 172.16.0.0）。これは 
172.16.0.1 という特別な IP アドレスを持つインターフェイスです。このループバック インターフェイ

スはセットアップ時にデフォルトで設定されます。

ルーティング テーブルへの間接ルートの追加

ルーティング テーブルに間接ルートを追加するには、route add コマンドを使用します。ネットワーク 
アドレス、ネットワーク マスク、ゲートウェイ アドレス、およびネットワーク インターフェイス識別

子をこのコマンドで指定する必要があります。

route add -net 10.2.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.1.0.6 dev eth1
route add -net 209.165.201.0 netmask 255.0.0.0 gw 209.165.202.133 dev eth0
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 209.165.202.132 dev eth0
route add -net 209.165.200.224 netmask 255.0.0.0 gw 209.165.202.133 dev eth0

（注） 上の例の 1 行目は、プライベート ネットワークの間接ルート 10.1.0.6 > 10.2.0.0/24 を追加します。

続く 3 行は、パブリック ネットワークの次の間接ルートを追加します。

209.165.202.133 > 209.165.201.0/27

209.165.202.132 > 192.168.0.0/16
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209.165.202.133 > 209.165.200.224/27

間接ルートを追加したら、route –n コマンドを使用して更新されたルーティング テーブルを表示します。

Router# route -n

更新されたルーティング テーブルの例 
Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref    Use Iface
10.2.0.0 10.1.0.6 255.255.255.0 UG    0      0        0 eth1
10.1.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.0.0 209.165.202.132 255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
209.165.201.0 209.165.202.133 255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0       U     0      0        0 lo
209.165.200.224 209.165.202.133 255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
209.165.202.128 0.0.0.0 255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0 209.165.202.132 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

ルーティング テーブルからのルートの削除

ルーティング テーブルからルートを削除するには、route del コマンドを使用します。たとえば、ネッ

トワーク 209.165.200.224 へのルートを削除するには、次のコマンドを入力します。

route del -net 209.165.200.224 netmask 255.0.0.0 gw 209.165.202.133 dev eth1

永続的更新：間接ルート

route コマンドを使用したルーティング テーブルの変更は一時的な解決策に過ぎず、マシンがリブート

すると無効になります。永続的に更新する場合は、ファイル /etc/sysconfig/static-routes に次の書式で

間接ルートを追加します。

any <type destination-address> netmask <netmask-address> gw <gateway-address> dev 
<interface number>

例

any net 10.2.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.1.0.6 dev eth1
any net 209.165.201.0 netmask 255.0.0.0 gw 209.165.202.133 dev eth0
any net 192.168.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 209.165.202.132 dev eth0
any net 209.165.200.224 netmask 255.0.0.0 gw 209.165.202.133 dev eth0

サーバがリブートすると、ネットワーク スタートアップ スクリプト /etc/rc.d/init.d/network により、

スタティック ルート テーブル内のキーワード any で始まる行ごとに次の route add コマンドが実行さ

れます（上の例を参照）。

route add <type destination-address> netmask <netmask-address> gw <gateway-address> dev 
<interface number>

（注） ルートが不要になった場合は、そのルートを /etc/sysconfig/static-routes ファイルから物理的に削除す

る必要があります。
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デフォルト ルート

ルーティング テーブル内のデフォルト ルートを変更するには、route コマンドを使用します。次のセ

クションでさらに詳しく説明します。

• 「デフォルト ルートの変更」（P.4-8）

• 「永続的更新：デフォルト ルート」（P.4-8）

デフォルト ルートの変更

デフォルト ルートを変更するには、まず既存のデフォルト ルートを削除し、次に新しいデフォルト 
ルートをルーティング テーブルに追加します。たとえば、図 4-1 のデフォルト ルートを変更して、パ

ブリック ネットワーク上の eth0 に接続されているデフォルト ゲートウェイ 10.1.0.6 を指すようにする

場合は、次の手順に従います。

ステップ 1 デフォルト ルートを削除します。デフォルト ルート 209.165.202.132 を削除するには、次のコマンド

を入力します。

route del default gw 209.165.202.132

ステップ 2 デフォルト ルートを追加します。デフォルト ルート 10.1.0.6 を追加するには、次のコマンドを入力し

ます。

route add default gw 10.1.0.6

デフォルト ゲートウェイ 10.1.0.6 を含むルーティング テーブルの例

Kernel IP routing table

Destination     Gateway Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.2.0.0        10.1.0.6        255.255.255.0   UG    0      0        0 eth1
10.1.0.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
192.168.0.0 209.165.202.132 255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
209.165.201.0 209.165.202.133 255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
209.165.200.224 209.165.202.133 255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
209.165.202.128 0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         10.1.0.6        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth1

（注） 後の行が新しいデフォルト ルートを示します。

永続的更新：デフォルト ルート

/etc/sysconfig/network ファイルに次のネットワーク パラメータが格納されています。

NETWORKING=yes
HOSTNAME=rain106.cisco.com
DOMAINNAME=cisco.com
GATEWAY=209.165.202.132
GATEWAYDEV=eth0

デフォルト ルートを永続的に更新するには、GATEWAY パラメータと GATEWAYDEV パラメータを

新しい適切な値（例：10.1.0.6 と eth1）に置き換える必要があります。
4-8
Cisco Configuration Engine インストレーション コンフィギュレーション ガイド 3.5

OL-17341-02-J



第 4 章     マルチホーム システムのセットアップ 
    ルーティング テーブルのリロード
（注） このファイルのゲートウェイ パラメータはセットアップ プログラムによって更新されますが、セット

アップ プログラムを再実行すると手動での変更は失われます。

直接ルート

直接ルートはセットアップ時にすでに定義されているため、手動で定義する必要はありません。

永続的更新：直接ルート

/etc/sysconfig/network-scripts ディレクトリにあるファイル ifcfg-eth0 と ifcfg-eth1 に、eth0 と eth1 の
ネットワーク パラメータが格納されています。これらのファイルを使用して、毎回リブート後にネッ

トワーク インターフェイスの設定と直接ルートの作成が行われます。

ルーティング テーブルのリロード
ルーティング テーブルは次のいずれかの方法でリロードできます。

• route コマンドを使用して一時的な変更を更新し、関連するファイルを変更した後、永続的な変更

のためにマシンをリブートする。

• コマンド ラインから直接 /etc/rc.d/init.d/network restart コマンドを入力する。こうすると、マシ

ンをリブートせずにすべての永続的変更をルーティング テーブルに適用できます。

/etc/hosts ファイルに関する情報
Cisco Configuration Engine のセットアップ プログラムで追加したホスト名とドメイン名は、システム

および eth0 の識別情報を定義します。この情報は /etc/hosts ファイルに保存されています。eth1 に名

前が必要な場合は、その名前を /etc/hosts ファイルに追加できます。ただし、セットアップ スクリプト

を実行すると /etc/hosts ファイルから eth0 と eth1 のエントリが削除され、eth0 のエントリだけが再生

成されます。したがって、セットアップを実行するたびに eth1 のエントリを追加し直す必要がありま

す。その他のエントリは影響を受けません。
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マルチゾーン システムのセットアップ

デフォルトでは、Cisco Configuration Engine ソフトウェアのインストール時にマルチゾーン システム

のセットアップは提供されません。マルチゾーン システムのセットアップが必要な場合は、システム 
セットアップ時にマルチゾーン機能を有効にする必要があります。Cisco Configuration Engine サーバ

に複数の IP アドレスをセットアップするには、サーバのネットワーク パラメータを手動でカスタマイ

ズして複数の IP アドレスを持つようにする必要があります。複数の IP アドレスを設定する方法には、

1 つのネットワーク インターフェイス カードで IP エイリアスを使用する方法と、複数のネットワーク 
インターフェイス カードを使用して各カードに IP アドレスを割り当てる方法があります。この章で

は、Cisco Configuration Engine のマルチゾーン セットアップの概要を示します。次の事項について説

明します。

• 「セットアップの制限事項」（P.5-1）

• 「マルチゾーン システムの一般的な展開」（P.5-1）

セットアップの制限事項
Cisco Configuration Engine サーバには eth0（Ethernet 0）と eth1（Ethernet 1）の 2 つのネットワー

ク インターフェイスがインストールされています。両方のインターフェイスを設定してネットワーク

に接続できます。Cisco Configuration Engine のセットアップには次の制限があります。

1. eth0 と eth1 のどちらのインターフェイスについても、デフォルト ゲートウェイは eth0 と同じ

ネットワーク上に設定する必要があります。

2. プライマリ IP アドレスとホスト名は eth0 に割り当てられます。

3. CNS イベント バスの場所は、CNS Configuration Engine のセットアップ時に表示される CNS 
Event Bus Network parameter プロンプトによって制御されます。これは eth0 のホスト名として設

定する必要があります。

4. 管理ネットワークへの接続には Ethernet 0 が使用されます。CPE は管理ネットワーク内に存在し

ます。

マルチゾーン システムの一般的な展開 
Cisco Configuration Engine を複数の異なるセキュリティ ゾーンに分散アーキテクチャで配置するに

は、次の手順に従います。

• ゾーン 1：パブリック ネットワークを通じてネットワーク要素と通信する Cisco Configuration 
Engine プロセスを配置する。
5-1
トレーション コンフィギュレーション ガイド 3.5



第 5 章     マルチゾーン システムのセットアップ

マルチゾーン システムの一般的な展開
• ゾーン 2：Cisco Configuration Engine の管理インターフェイス、API、およびバックエンド サー

ビスを配置する。

• ゾーン 3：LDAP と、テンプレート ファイルを含むネットワーク ファイル システムを配置する。

Cisco Configuration Engine の 1 つのインスタンスを分散アーキテクチャで配置するには、Cisco 
Configuration Engine を Demilitarized Zone（DMZ; 非武装地帯）に置く必要があります。図 5-1 に、

Cisco Configuration Engine ソフトウェアをインストールした Cisco Configuration Engine サーバをプ

ライベート ネットワークとパブリック ネットワークを含むマルチネットワーク環境に展開する場合の

一般的な例を示します。

• プライベート ネットワーク：このプライベート ネットワークには Network Operations Center
（NOC; ネットワーク オペレーション センター）が配備されており、プロビジョニング アプリケー

ションが CNS イベント バスを通じて Cisco Configuration Engine に接続します。

• パブリック ネットワーク：このパブリック ネットワークは管理ネットワークへの入口であり、

CPE が TCP 接続を通じて Cisco Configuration Engine に接続します。
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図 5-1 マルチゾーン システム

• 図 5-1 で、パブリック ネットワークはゾーン 1、プライベート ネットワークはゾーン 3 を表し、

Cisco Configuration Engine は DMZ のゾーン 2 にあります。

• Cisco Configuration Engine 3.5 では、パブリック ネットワークからの管理要求をすべてブロック

するようにサーバを設定できます。これはセットアップ時に自動的に行われます。セットアップ 
プログラムにより、Cisco Configuration Engine サーバに複数の IP アドレスが割り当てられている

かどうかがチェックされます。複数の IP アドレスが割り当てられている場合は、マルチゾーン機

能を有効にするかどうかを確認するプロンプトが表示されます。
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209.165.200.224/27

209.165.201.6

209.165.201.7

09.165.200.228

CPE

209.165.202.133

192.168.0.0/16

192.168.0.16 

209.165.202.132

CPE

CPE CPE

CPE CPE

 

Cisco Configuration Engine 

Cisco Configuration Engine     

209.165.202.128/27
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Your box has multiple IP Addresses assigned: 17x.xx.xxx.xx 17x.xx.xxx.xxx You can create 
http zones so that http traffic can be limited on the IP Address 17x.xx.xxx.xx. Only 
selected URLs can be accessed using IP Address 17x.xx.xxx.xx. 

Do you want to create zones to have limited access to CE from public
network (y/n)?  [n] y
Do you want to allow plain-text http access to CE from public network
(y/n)?  [y] y
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イベント ゲートウェイ ポート間のスケーラビ
リティ

Cisco Configuration Engine サーバは、推奨されるハードウェア仕様を満たしている場合、Solaris で
大 30,000 台、Linux サーバで 大 20,000 台のデバイスをサポートできます。デバイスはイベント ゲー

トウェイを通じて Cisco Configuration Engine に接続し、通信します。

Cisco Configuration Engine で実行されている各イベント ゲートウェイ プロセスは、サーバ ポートを

リッスンします。パフォーマンスを向上させるため、イベント ゲートウェイ ポートの間でデバイスを

均等に分配することをお勧めします。この章では、イベント ゲートウェイとイベント ゲートウェイ 
ポートの自動割り当て機能について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「Cisco イベント ゲートウェイについて」（P.6-1）

• 「イベント ゲートウェイ ポートの自動割り当て」（P.6-4）

• 「イベント ゲートウェイ リソース モニタ」（P.6-4）

• 「シスコ検証済みハイ アベイラビリティ アーキテクチャにおけるイベント ゲートウェイのスケー

ラビリティ」（P.6-5）

• 「イベント ゲートウェイのトラブルシューティング」（P.6-6）

Cisco イベント ゲートウェイについて
Cisco イベント ゲートウェイは、ネットワーク要素がイベントをパブリッシュおよびサブスクライブで

きるようにします。これにより、開発者はシスコ ネットワーク要素と通信するイベント駆動アプリ

ケーションを記述できます。イベント ゲートウェイはイベント バスへのインターフェイスとしても機

能し、イベントベースの通信を可能にします。各イベント ゲートウェイ ポートは 大 500 台のデバイ

スをサポートできます。500 台を超えるデバイスをサポートするには、イベント ゲートウェイ プロセ

スを複数実行する必要があります。設定できるイベント ゲートウェイの 大数は、Solaris プラット

フォームでは 60、Linux プラットフォームでは 40 です。

（注） 大数のイベント ゲートウェイを起動した場合でも、パフォーマンスに影響は生じません。

Cisco Configuration Engine のセットアップ時に、次のプロンプトの一方または両方（SSL 通信のセッ

トアップ方法（「暗号化の設定」（P.2-7）を参照）による）で、同時に起動するゲートウェイ プロセス

の数を設定できます。

Enter number of Event Gateways that will be started with crypto operation:X
Enter number of Event Gateways that will be started with plaintext operation:Y
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（注） 暗号操作用のイベント ゲートウェイのポート番号は、11014 以降の偶数です。平文操作用のイベント 
ゲートウェイのポート番号は、11013 以降の奇数です。

上記の例では、X + 1 個の暗号イベント ゲートウェイがサーバで起動します（X はセットアップ時に入

力した数）。追加の 1 つのイベント ゲートウェイは、SSL を通じて Cisco Configuration Engine と通信

するデバイス用のポート自動割り当てを実行するために確保されます。この追加のイベント ゲート

ウェイのことを「ディスパッチャ イベント ゲートウェイ」と呼びます。同様に、上記の例では Y + 1 
個の平文イベント ゲートウェイが平文操作のためにサーバで起動します。

（注） 暗号ディスパッチャ イベント ゲートウェイは常にポート 11012 をリッスンします。平文ディスパッ

チャ イベント ゲートウェイは常にポート 11011 をリッスンします。ポート 11012 と 11011 のことを

「Cisco Configuration Engine ウェルノウン ポート」と呼びます。

ディスパッチャ イベント ゲートウェイは、接続要求がポート 11012 または 11011 に送信されると同時

に、イベント ゲートウェイ ポートをネットワーク デバイスに自動的に再割り当てします。

デバイスのゼロ タッチ展開を行う場合や、Cisco Configuration Engine ウェルノウン ポートを使用する

よう設定されているデバイスがすでに存在する場合は、Cisco Configuration Engine のセットアップ時

にポート自動割り当て機能を有効にできます。セットアップ時にポート自動割り当てを有効にする場合

は、Cisco Configuration Engine セットアップの後の部分で正しい cns event コマンドを入力する必要

があります。

Enable Event Gateways port automatic allocation (y/n)? [y]

ただし、この機能をオフにすることもできます。この機能をオフにすると、ポート 11011 および 1102 
をリッスンするディスパッチャ イベント ゲートウェイは起動しません。

Cisco Configuration Engine デュアル配置アーキテクチャでは、Cisco Configuration Engine のセット

アップ時に対象の Cisco Configuration Engine をプライマリ Cisco Configuration Engine とバックアッ

プ Cisco Configuration Engine のどちらにするかも設定できます。この配置アーキテクチャでは、バッ

クアップ Cisco Configuration Engine の設定はネットワーク管理者が行います。イベント ゲートウェイ

への接続が失敗したとき、ネットワーク要素は、設定されたバックアップ Cisco Configuration Engine 
に自動的にフェール オーバーします。ただし、プライマリ Cisco Configuration Engine とバックアップ 
Cisco Configuration Engine の間でイベント ゲートウェイ接続の負荷は分散されません。

（注） これは、複数の Cisco Configuration Engine、外部 LDAP、およびロード バランサを利用するシスコの

検証済みハイ アベイラビリティ配置アーキテクチャとは異なります。この検証済みアーキテクチャで

は、参加しているすべての Cisco Configuration Engine の間でイベント ゲートウェイ接続の負荷が分散

されます。

Is this a primary CE (y/n)? 
Enter CNS Event command:

CNS イベント コマンドは、ネットワーク要素がこの特定の Cisco Configuration Engine にどのように

接続するかを設定します。上記の行で入力するコマンドは、対象のネットワーク要素で設定されている

コンフィギュレーションからイベント ゲートウェイのポート番号を除去したものと一致する必要があ

ります。たとえば、デバイスで cns event ce-host 11011 source Vlan1 keepalive 120 2 reconnect 10 が
設定されている場合は、コマンド cns event <ce-host> source Vlan1 keepalive 120 2 reconnect 10 を
入力します。ここで <ce-host> は、Cisco Configuration Engine サーバの IP アドレスまたはホスト名で
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す。別の例を挙げると、これがバックアップ Cisco Configuration Engine であり、デバイスでコマンド 
cns event ce-host 11011 source Vlan1 backup が設定されている場合は、上記の行にコマンド cns 
event ce-host source Vlan1 backup を入力します。

（注） Cisco Configuration Engine のセットアップ時に cns event コマンドを入力するときは、ポート番号を

指定せずに、接続インターフェイスまたは VLAN を指定する必要があります。

これらのコマンドは、ネットワーク要素が Cisco Configuration Engine サーバとの接続を確立するため

に必要となります。正しいコマンドを入力しない場合、ネットワーク デバイスは Cisco Configuration 
Engine に接続できません。上記の手順では、ポート自動割り当て機能が有効になります。また、Cisco 
Configuration Engine の設定オプションを変更して、ポート自動割り当ての動作を制御することもでき

ます。これらの制御オプションは、$CISCO_CE_HOME/conf ディレクトリの resource.properties ファ

イル内にあります。このファイルのサンプルと各パラメータの意味を次に説明します。

CNS_EVENT_CLI=cns event ce-host keepalive 120 2 reconnect 10

この行には、Cisco Configuration Engine のセットアップ プロンプト Enter CNS event command に対し

て入力したコマンドが設定されます。keepalive と reconnect を設定することを強くお勧めします。こ

れは、ネットワーク要素がまだアクティブに接続されているかどうかを Cisco Configuration Engine 
サーバが検出する唯一の手段です。

BACKUP_CE_ENABLED=0

この行は、Cisco Configuration Engine のセットアップ プロンプト Is this a primary Cisco 
Configuration Engine に対する答えに応じて設定されます。BACKUP_CE_ENABLED=0 はこれがプラ

イマリ Cisco Configuration Engine であることを意味し、BACKUP_CE_ENABLED=1 はこれがバック

アップ Cisco Configuration Engine であることを意味します。

PERSIST_IN_NVRAM=1

PERSIST_IN_NVRAM=0 は、CNS_EVENT_CLI で指定されたコンフィギュレーション コマンドが実行

コンフィギュレーションだけに保存されることを意味します。PERSIST_IN_NVRAM=1 は、

CNS_EVENT_CLI で指定されたコンフィギュレーション コマンドが NVRAM に保存されることを意

味します。ポート情報はスタートアップ コンフィギュレーションに保存することを強くお勧めします。

これはデフォルト設定です。

LoadBalance_Algorithm=0

LoadBalance_Algorithm=0 はラウンド ロビン アルゴリズムが有効になることを意味し、これがデフォ

ルトで有効になります。LoadBalance_Algorithm=1 は、 小接続アルゴリズムが有効になることを意

味します。

（注） 負荷分散は同じ Cisco Configuration Engine 上のイベント ゲートウェイ間で行われます。Cisco 
Configuration Engine レベルのハイ アベイラビリティ（HA）アーキテクチャも使用できます。イベン

ト ゲートウェイがダウンした場合、Cisco Configuration Engine によってイベント ゲートウェイが自動

的に再起動されます。

WAIT_AFTER_CONFIG=1

デバイスがコンフィギュレーション ロード イベントをサブスクライブするのを待機する時間（秒）で

す。ネットワークが低速の場合、この待機時間を長くしなければならないことがあります。たとえば、

1.2、1.5、2 などを指定します。

DISPLAY_WIDTH=25
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ポート デバッグ ページ http://ce-host/cns/ResourceInit?name=port での 1 行あたりのデバイス表示数で

す。resource.properties でイベント ゲートウェイ設定パラメータを変更した後、コマンド 
$CISCO_CE_HOME/bin/setup -r を使用して Cisco Configuration Engine サーバを再起動する必要が

あります。

異なる VLAN に属するデバイスを Cisco Configuration Engine で管理する場合は、（Cisco 
Configuration Engine のセットアップ時に設定した）1 つの VLAN に属するデバイスだけがイベント 
ゲートウェイ ポートの自動割り当て機能を使用できます。1 つの VLAN にデバイスを配置した後、導

入担当エンジニアは Cisco Configuration Engine を再設定し、次の VLAN へのデバイスの配置を開始

できます。

イベント ゲートウェイ ポートの自動割り当て
各イベント ゲートウェイは 大 500 台のデバイスをサポートできます。ゼロ タッチ展開の場合、これ

は導入担当エンジニアが 500 台のデバイスすべてのブートストラップ コンフィギュレーション ファイ

ルを更新しなければならないことを意味します。イベント ゲートウェイ ポートの自動割り当てを使用

すると、導入担当エンジニアがこの手作業から解放されます。Cisco Configuration Engine サーバを前

のセクションのとおりに設定した場合、30,000 台のデバイスすべてを、同じブートストラップ コン

フィギュレーション ファイルを使用して配置できます。次にサンプルのブートストラップ コンフィ

ギュレーション ファイルを示します。太字の行は、ポート自動割り当てをサポートするために必要な

コマンドです。

cns trusted-server all-agents ce-host 
cns id hardware-serial
cns id hardware-serial event
cns config initial ce-host status http://ce-host/cns/PostStatus
cns event ce-host keepalive 120 1 reconnect 10
cns config partial ce-host

ネットワーク要素がディスパッチャ イベント ゲートウェイを通じて Cisco Configuration Engine に接

続すると、そのネットワーク要素に自動的にポートが割り当てられます。ネットワーク要素はその情報

を保存し、指定された Cisco Configuration Engine ポートに接続します。Cisco Configuration Engine 
は、デバイスが非 Cisco Configuration Engine ウェルノウン ポート（11011 および 11012 以外のポー

ト）に接続した後でデバイスを管理できます。

（注） ポート自動割り当て機能を使用しないことも選択できます。この場合は、ブートストラップ コンフィ

ギュレーション ファイルで cns event ce-host <ポート番号> コマンドを使用し、500 台のデバイスす

べてのポート番号を更新する必要があります。

イベント ゲートウェイ リソース モニタ 
Cisco Configuration Engine は、イベント ゲートウェイおよび Tibco イベント バスのステータスを定期

的に監視するリソース ヘルス監視ユーティリティを備えています。監視対象のプロセスのいずれかが

ダウンした場合、リソース モニタはそのプロセスを自動的に再起動し、

/var/log/CNSCE/resource_monitor/ resource_monitor.log にメッセージを記録します。

ヘルス モニタは Cisco Configuration Engine のセットアップ時にインストールされます。

• リソース モニタのステータスをチェックするには、/etc/init.d/ResourceMonitor status コマンド

を使用します。
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• リソース モニタを起動するには、/etc/init.d/ResourceMonitor start コマンドを使用します。

• リソース モニタを停止するには、/etc/init.d/ResourceMonitor stop コマンドを使用します。

シスコ検証済みハイ アベイラビリティ アーキテクチャにお
けるイベント ゲートウェイのスケーラビリティ

Cisco Configuration Engine は、複数の Cisco Configuration Engine、外部の共有 LDAP サーバ、およ

び ACE ロード バランサを利用するシスコ検証済み HA アーキテクチャ（次の図を参照）に配置できま

す。このアーキテクチャを導入する場合は、ポート自動割り当て機能を使用しないでください。これ

は、ロード バランサによる負荷分散（参加しているすべての Cisco Configuration Engine 間での負荷分

散）機能がポート自動割り当てによって上書きされてしまうためです。

図 6-1 ハイ アベイラビリティ アーキテクチャ 

ポート自動割り当てを無効にするには、イベント エージェントの設定時にネットワーク要素でポート 
11011（平文モード）または 11012（暗号モード）を使用しないようにするだけです。平文モードで

は、すべてのデバイスでポート 11013 を使用できます。暗号モードでは、すべてのデバイスでポート 
11014 を使用できます。ロード バランサは、参加しているすべての Cisco Configuration Engine サーバ

上のイベント ゲートウェイへのすべての接続を管理します。
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イベント ゲートウェイのトラブルシューティング 
Q. Cisco Configuration Engine を正しくセットアップしましたが、デバイスが赤で表示されるか、ま

たは自動検出できません。デバイスが Cisco Configuration Engine に接続できない原因を教えてく

ださい。

A. cns trusted-server all-agents ce-host コマンドと cns config partial ce-host コマンドがデバイス

に設定されていることを確認します。ここで ce-host は、Cisco Configuration Engine の IP アドレ

スまたはホスト名を表します。

Q. Cisco Configuration Engine を正しくセットアップし、$CISCO_CE_HOME/tools/cns-listen 
cisco.> デバッグ ツールを使用して、新しいポートがデバイスに割り当てられていることを確認し

ました。しかし、そのデバイスは表示されず、赤で示されます。デバイス検出 GUI では同じデバ

イスが正常に表示されます。接続イベントが Cisco Configuration Engine で受信されていないよう

に見えます。

A. cns trusted-server all-agents ce-host コマンドと cns config partial ce-host コマンドがデバイスに

設定されていることを確認します。ここで ce-host は、Cisco Configuration Engine の IP アドレスま

たはホスト名を表します。これが低速なネットワークの場合は、CISCO_CE_HOME/conf / 
resource.properties 内の WAIT_AFTER_CONFIG タイマーを増やしてもう一度操作してみます。待

機タイマーを増やすと、全体的なパフォーマンスに影響が生じます。したがって、お客様のネット

ワーク環境で機能する も短い待機時間を見つけてください。デフォルトの待機時間は 1 秒です。

Q. 同じ Cisco Configuration Engine の異なるポートをプライマリおよびバックアップ Cisco 
Configuration Engine として指すようにデバイスを設定できますか。

A. いいえ。ある特定の Cisco Configuration Engine は必ずプライマリ Cisco Configuration Engine 
とバックアップ Cisco Configuration Engine のどちらか一方になります。両方になることはでき

ません。

Q. ポート自動割り当てを使用した後、config initial のステータスを取得できません。

A. コマンド cns config initial ce-host は、（デフォルトでは）イベント ゲートウェイを通じて config 
initial のステータスを報告します。ポート自動割り当て機能を使用する場合は、HTTP によってス

テータスをポストする必要があります。たとえば、cns config initial ce-host status 
http://ce-host/cns/PostStatus をデバイスに設定します。

Q. あるデバイスにコンフィギュレーション ジョブをプッシュすると、別のデバイスが同じコンフィ

ギュレーションを受け取りました。

A. デバイス ID は Cisco Configuration Engine の名前空間内で一意にする必要があります。2 つのデバ

イスが同じコンフィギュレーション ID、イベント ID、およびイメージ ID を持っていないことを

確認します。
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Cisco CNS Configuration Engine の SSL 
セキュリティ

この章では、CNS エージェントに対応した Cisco IOS デバイスと Cisco CNS Configuration Engine 間
の 128 ビット Secure Sockets Layer（SSL）暗号化通信のセットアップとコンフィギュレーションにつ

いて説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

• 「CNS エージェントと Configuration Engine のセキュリティ」（P.7-1）

• 「SSL ホスト通信の基礎」（P.7-4）

• 「CNS SSL 通信の 4 つのステップ」（P.7-5）

• 「SSL 暗号化通信の実行」（P.7-6）

• 「Cisco IOS v12.3(4)T 証明書サーバ」（P.7-6）

• 「Cisco IOS 証明書サーバのセットアップ」（P.7-7）

• 「IOS 証明書サーバの自己署名（ルート）証明書の表示」（P.7-7）

• 「サンプル コマンドと出力」（P.7-10）

• 「CNS SSL 通信のトラブルシューティング」（P.7-17）

• 「IOS SSL デバイスのトラブルシューティング」（P.7-19）

• 「CNS ID の構文」（P.7-20）

CNS エージェントと Configuration Engine のセキュリ
ティ

Cisco Configuration Engine サーバと CNS エージェント対応デバイス（ルータ）間の通信には、セ

キュリティとして次の 3 つの基本的な機能が組み込まれています。

• 識別：一意の CNS エージェント ID。デバイスが Cisco Configuration Engine サーバと通信するた

めには、少なくとも CNS エージェント ID が必要です。

• 認証：一意の CNS パスワード。認証機能は、通信ハンドシェイクの一環として CNS エージェント

が Cisco Configuration Engine サーバに提示する CNS パスワードから成ります。

• 暗号化：128 ビット SSL / Shared PKI SSL トラスト ポイント証明書。SSL プロトコル。暗号化機

能は、業界標準の SSL プロトコルから成ります。これにより、CNS エージェント デバイスと 
Cisco Configuration Engine サーバ間の通信が保護されます。
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デバイス識別は必須機能であるのに対し、認証と暗号化はオプション機能です。2 つのオプション機能

のうち、一方または両方をいつでも有効にできます。暗号化には認証は必要なく、認証には暗号化は必

要ありません。

各セキュリティ機能は、Cisco Configuration Engine サーバと CNS エージェント デバイスのどちらに

おいても、別々に設定および処理されます。

CNS ID、パスワード認証、SSL 暗号化

CNS Configuration Engine には、CPE デバイス識別、認証、および暗号化の設定があります。これら

の機能はそれぞれ、CNS Configuration Engine、および CNS Configuration Engine と通信する CNS 
CPE デバイスのどちらにおいても、別々に設定および処理されます。

CNS エージェントに対応した CPE デバイスが CNS Configuration Engine サーバと通信するためには、

CPE デバイス CNS エージェント ID が必要です。認証機能は、CNS エージェント対応デバイスが CNS 
サーバに提示する CNS パスワードから成ります。暗号化を選択した場合は、通信シーケンスの 初に 
CNS エージェントと CNS Configuration Engine 間で通信ネゴシエーションが行われます。SSL 暗号化

が成功した場合に限り、CNS 識別および CNS 認証プロトコルが通過します。CNS Configuration 
Engine サーバですべてのオプションを有効にした場合は、CNS エージェント CPE デバイスが各オプ

ションを無事通過する必要があります。そうでなければ、デバイスはどのような目的でもサーバに接続

できず、拒否されます。

次のセクションでさらに詳しく説明します。

• 「識別」（P.7-2）

• 「認証」（P.7-3）

• 「暗号化」（P.7-4）

識別

これは必須の設定です。CNS 対応 CPE デバイス（ルータ）が CNS Configuration Engine との通信を

開始するためには、事前に各 CPE デバイスに一意の ID を割り当てておく必要があります。1 台のルー

タに複数の CNS エージェントを設定できます。各エージェントには一意の ID を割り当てる必要があ

ります。

CNS エージェント デバイスで CNS エージェント ID を設定するには、グローバル コンフィギュレー

ション モードで次のコマンドを入力します。

cns id string <一意の文字列>

cns id string <イベント エージェントの一意の文字列> event

cns id string <イメージ エージェントの一意の文字列> image

例

Router#enable
Router#configure terminal
Router(config)#cns id string my-asset-tag1
Router(config)#cns id string my-asset-tag1 event
Router(config)#cns id string my-asset-tag1 image
Router(config)#end

Cisco Configuration Engine サーバでユーザ インターフェイスから新しいデバイス オブジェクトをセッ

トアップするとき、管理者はこれらの CNS エージェント ID を指定する必要があります。CNS エー

ジェント デバイスとその ID が Cisco Configuration Engine サーバで設定されていない限り、エージェ

ントからサーバへの接続は受け入れられません。
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認証

認証機能は、通信ハンドシェイクの一環として CNS エージェント デバイスが Cisco Configuration 
Engine サーバに提示する CNS パスワードから成ります。CNS パスワードは次のように使用されます。

• CNS Configuration Engine サーバで、CNS Configuration Engine 管理者が知っているグローバル

なワンタイム パスワードとして割り当てられます。

• デバイスが CNS Configuration Engine サーバへの接続を試行する前に、デバイス管理者がこのワ

ンタイム パスワードを CNS エージェント対応デバイスのコンフィギュレーションに設定します。

CNS Configuration Engine の Web ユーザ インターフェイスには、[Devices] メニューの下に [Resync 
Device] というオプション ボタンがあります。管理者はこのオプション ボタンを使用して、任意の 
CPE デバイスの一意のパスワードをグローバルなワンタイム パスワードとしてリセットできます。そ

の後、CNS エージェント デバイスが Cisco Configuration Engine サーバへの接続を試行する前に、管

理者はこのワンタイム パスワードを CNS エージェント デバイスのコンフィギュレーションに入力する

必要があります。デバイスがサーバと同期していない場合は、デバイスをリセットできます。そうする

と、接続の成功時にサーバが新しいランダム値を再割り当てします。

CNS Configuration Engine のセットアップ プログラムの次のプロンプトは、サーバが CPE デバイスか

らの CNS パスワードを待つよう設定します。

Authentication settings:
------------------------
Cisco IOS Devices are normally authenticated before being allowed to connect to the Event 
Gateway/Config Server. Disabling authentication will increase security risk.
Enable authentication (y/n)? [n] y

Cisco Configuration Engine サーバのセットアップ時に、管理者はこの CNS パスワードをグローバル

なワンタイム パスワードとして割り当てる必要があります。その後、CNS エージェント デバイスが 
Cisco Configuration Engine サーバへの接続を試行する前に、管理者はこのワンタイム パスワードを 
CNS エージェント デバイスのコンフィギュレーションに入力する必要があります。

Cisco Configuration Engine サーバのセットアップ プログラムで「Enable authentication」のプロンプ

トに対して y と答えると、認証が有効になります（「認証の設定」（P.2-8）を参照）。こうすると、

Cisco Configuration Engine サーバが CNS エージェント デバイスからのパスワードを待つよう設定さ

れます。認証を有効にした後で、管理者は Cisco Configuration Engine のユーザ インターフェイスを使

用して実際のパスワードを再設定する必要があります。パスワードを設定するには、CNS 
Configuration Engine Web UI のメニュー [Tools] > [Security Mgr] > [BootStrap] を使用します。

このパスワードは、CPE デバイスから CNS Configuration Engine サーバへの初期接続に使用できま

す。各 CPE デバイスの識別と認証が成功したら、CNS Configuration Engine サーバはパスワードを生

成し、CPE デバイスにランダムなパスワードを自動的に割り当てます。

（注） random cns password コマンドは、セキュリティを高めるために意図的に隠されています。この cns 
password コマンドは初期パスワードの設定またはリセットに使用できますが、設定後にパスワード値

を表示することはできません。

CPE デバイスで CNS パスワードを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次の

コマンドを入力します。

cns password <パスワード>

例

Router(config)# cns password fgfg123
Router(config)# end
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暗号化

CNS エージェント対応デバイスと CNS Configuration Engine 間の CNS 通信は、128 ビット SSL プロ

トコルの強力暗号化を使用して暗号化できます。これにより、CNS エージェント対応デバイスと 

CNS Configuration Engine 間の通信に、業界標準の SSL 暗号化

プロトコルが持つすべての利点がもたらされます。

SSL 暗号化機能に関連する CNS Configuration Engine セットアップ プログラムのプロンプトを次に示

します。

...other prompts....
Encryption settings:
--------------------
Enable cryptographic (crypto) operation between Event Gateway(s)/Config
server and device(s) (y/n)? [n] y
Certificates already exist. Overwrite (y/n)? y
Enter certificate FTP server (hostname.domainname or IP address): cert-host.mydomain.com
Enter username used for FTP server: cnsie
Enter FTP password: ******
Re-enter FTP password: ******
Enter absolute pathname of remote key file: /tftpboot/server.key
Enter absolute pathname of remote certificate file: /tftpboot/server.cer
Enabling plaintext operation will increase security risk.
Enable plaintext operation between Config Server and devices/GUI
administration (y/n)? [y] n
Enable plaintext operation between Event Gateway and devices (y/n)? [y] n
Enter port number for https web access: [443]
...other prompts....

SSL ホスト通信の基礎 
SSL ベースの通信に参加するためには、ホスト システムに次のものが必要です。

• 一般的な PKI 証明書サーバ（CS）、または SSL で使用するデジタル証明書の署名と発行を行う信

頼された認証機関（CA）（トラストポイント）

• ホスト名 

• DNS サーバ IP アドレス（名前解決）

• DNS ドメイン名（名前解決）

• 日付 /時刻ゾーンの設定 

• NTP 日付 /時刻の更新 

• SSL トラスト ポイントで署名された SSL 証明書 

SSL 通信に参加するすべてのホストには、いくつかの基本的なホスト名解決機能とともに、正確な日

付と時刻が設定されている必要があります。また、128 ビット SSL 輸出グレード暗号化通信を可能に

する強力暗号化ベースのオペレーティング システムも必要となります。
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CNS SSL 通信の 4 つのステップ

CNS エージェント、CNS Configuration Engine、および CNS エージェント SSL 暗号化機能を使用す

ることにより、Cisco IOS デバイスと CNS Configuration Engine の間に信頼される暗号化通信チャネル

を確立できます。単一の 128 ビット SSL 接続を介してすべての IOS syslog メッセージ（ファイア

ウォールや IDS センサのトラフィック、コンフィギュレーションの更新、統計情報の収集、デバイス

検出など）の転送を暗号化できます。

CNS エージェントと CNS Configuration Engine 間の SSL 通信をセットアップするには、次の 4 つの

基本ステップに従います。

ステップ 1 サーバの自己署名（ルート）証明書を取得する。配置の初期段階で CA を準備し、自己署名証明書を取

得しておきます。

ステップ 2 CNS Configuration Engine の SSL 登録。

CNS Configuration Engine は自身の固有の SSL 証明書を登録し、その証明書を Cisco IOS CA サー

バから取得する必要があります。CPE デバイスは SSL 接続を確立するために、CNS Configuration 
Engine の SSL 証明書とルート CA 署名を自身の SSL 証明書と照合します。この登録はファイルの

コピーまたは端末 /コンソールからのカット アンド ペーストの方法で行います。

（注） CNS Configuration Engine のバージョン 1.3.2 および 1.4 には、SCEP プロトコル登録クライ

アントはありません。

ステップ 3 Cisco IOS トラストポイントを設定する。

Cisco CNS エージェント CPE デバイスは、ルート CA の証明書の自己署名証明書のコピーだけを

必要とします。CPE デバイスは自身の固有の証明書を登録する必要がないため、これは単に Cisco 
IOS トラストポイントの設定と呼ばれます。CNS Configuration Engine サーバ証明書の検証にも同

じルート CA の自己署名証明書を使用できます。これは今日の PC Web ブラウザの機能とよく似て

います。

Cisco CPE デバイスは、SSL トラストポイントの設定または CPE デバイス固有の証明書の登録に

主に Cisco SCEP 登録プロトコルを利用するよう設計されています。シスコ デバイスでの SSL プ
ロトコルの使用は 1999 ～ 2000 年に導入され、証明書登録用の SCEP プロトコルとその関連する

機能は Cisco Systems Inc. と Verisign Inc. の合弁事業として開発されました。

ステップ 4 SSL を有効にする。

CNS Configuration Engine でセットアップ プログラムを再度実行し、サーバ側で暗号化を有効にしま

す。CPE デバイスの CNS エージェントでは、encrypt キーワードを使用するコマンドを再設定する必

要があります。
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図 7-1 CNS 128 ビット SSL におけるクライアントとサーバのハンドシェイク

SSL 暗号化通信の実行

サーバ側で暗号化をセットアップすると、Cisco IOS デバイスと CNS Configuration Engine 間でいつで

も SSL 暗号化通信を開始できます。キーワード encrypt を指定した IOS コマンドによって接続が試行

された CNS エージェント インバウンド サービス接続はすべて、SSL で暗号化されます。

Cisco IOS v12.3(4)T 証明書サーバ 
CNS Configuration Engine または SSL Cisco IOS デバイスを設定して証明書の取得やデバイス SSL ト
ラストポイントの設定を行う前に、SSL 証明書サーバ（トラストポイント）をセットアップする必要

があります。

Cisco IOS 証明書サーバは、プライマリ証明書登録プロトコルとして HTTP 上の Simple Certificate 
Enrollment Protocol（SCEP）をサポートします。

近の Cisco IOS SSL クライアント デバイスは、SCEP をプライマリ証明書サーバ登録プロトコルと

して使用して、自身の SSL Cisco IOS トラストポイントを設定します。CNS Configuration Engine は 
SCEP プロトコルまたはその他の自動登録プロトコルをサポートしていないため、手動での登録（端末

からの書き込み）によって自身の SSL 証明書を登録し、その証明書を証明書サーバから取得します。
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Engine の証明書登録 IOS コマンド

CNS Configuration Engine の証明書要求では、Cisco IOS CS で端末またはスクリーン ダンプからの証

明書要求が受け入れられるように、次の構文が必要となります。

crypto pki server {cs-label} request pkcs10 terminal pem 

Cisco IOS の証明書登録 IOS コマンド

SCEP による Cisco IOS CPE デバイスの証明書要求では、次のコマンドを使用します。

crypto pki server {cs-label} request pkcs10 url {url} 

指定する URL は、Cisco IOS CPE デバイスで SCEP によるトラストポイントの設定に使用されるパス

です。

Cisco IOS 証明書サーバのセットアップ 
次に、IOS CS のセットアップおよびコンフィギュレーションの簡略版を示します。このうち、サーバ

名と発行者名の値をご使用の値に置き換えてください。IOS 証明書サーバの詳細なセットアップについ

て説明するドキュメントは Cisco.com から入手できます。

Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Router(config)#ip http server 
Router(config)#crypto pki server IOS-CA-10090 
Router(cs-server)#issuer-name CN=My Company,L=San Francisco CA,C=us 
Router(cs-server)#grant auto 
% This will cause all certificate requests to be automatically granted. 

Are you sure you want to do this? [yes/no]: yes 
Router(cs-server)#no shutdown 
% Once you start the server, you can no longer change some of % the configuration. 
Are you sure you want to do this? [yes/no]: yes 
% Generating 1024 bit RSA keys ...[OK] 

Mar 13 02:15:37.029: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled 
% Certificate Server enabled. 
Router(cs-server)#end 

IOS 証明書サーバの自己署名（ルート）証明書の表示 
IOS 証明書サーバで CA の固有の（自己署名された）SSL 証明書を表示するには、次のコマンドを使用

します。これは、この CA によって発行されたすべての SSL 証明書を認証する、デジタル署名された

証明書です。
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show crypto ca certificate 
次の例は、ルータ プロンプトでの crypto ca certificate コマンドの使用方法を示します。

Router#show crypto ca certificates 
CA Certificate 

Status: Available 
Certificate Serial Number: 01 
Certificate Usage: Signature 
Issuer:

cn=My Company 
l=San Francisco CA 
c=us

Subject: 
cn=My Company 
l=San Francisco CA 
c=us

Validity Date: 
start date: 02:15:39 UTC Mar 13 2004 
end date: 02:15:39 UTC Mar 13 2007

Associated Trustpoints: IOS-CA-10090

show crypto pki server 
次の例は、ルータ プロンプトでの crypto pki server コマンドの使用方法を示します。

Router#show crypto pki server 
Certificate Server IOS-CA-10090: 

Status: enabled, configured 
CA cert fingerprint: 7F1AEE23 9067BD38 97137AE7 24C80C37 
Granting mode is: auto 
Last certificate issued serial number: 0x1 
CA certificate expiration timer: 02:15:39 UTC Mar 13 2007 
CRL NextUpdate timer: 02:15:49 UTC Mar 20 2004 
Current storage dir: nvram: 
Database Level: Minimum - no cert data written to storage 

IOS 証明書サーバへの登録 
ここでは、IOS 証明書サーバへの登録手順について説明します。

SCEP プロトコルを使用した証明書の登録 

SCEP は、すべての Cisco IOS デバイスで推奨される証明書登録方法です。SCEP 登録に関する IOS ク
ライアントのコンフィギュレーションの例を次に示します。

crypto ca identity SSLrootCA 
enrollment url http://myIOSCAserver.com 
exit 

端末からのコピー アンド ペーストを使用した証明書の登録 

コマンド ライン登録には IOS コマンドへのアクセス権が必要です。証明書要求と応答の両方がコン

ソール セッション画面に出力されますが、これらはどのファイルにも保存されません。これを CNS 
Configuration Engine で使用するには、出力された結果を単にテキストとしてファイルにコピーして保

存します。証明書を取得するには、次のコマンドを使用します。
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Router#crypto pki server iosca request pkcs10 terminal 
<<paste request>> 
<<copy certificate>> 

端末からの登録の例 
次の例は、CNS Configuration Engine の証明書要求を使用する方法を示します。

（注） 証明書要求には PEM ヘッダーとフッターを付けることができます。

Cisco-1711#crypto pki server IOS-CA-10090 request pkcs10 terminal 
% Enter Base64 encoded or PEM formatted PKCS10 enrollment request. 
% End with a blank line or "quit" on a line by itself. 
-----BEGIN CERTIFICATE 
REQUEST----MIIDQDCCAigCAQAwgawxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlh 
MREwDwYDVQQHEwhTYW4gSm9zZTEbMBkGA1UEChMSQ2lzY28gU3lzdGVtcyBJbmMu 
MSYwJAYDVQQLEx1OTVRHIENOUyBDb25maWd1cmF0aW9uIEVuZ2luZTENMAsGA1UE 
AxMEb3B1czEhMB8GCSqGSIb3DQEJARYSZW1pa3VsaWNAY2lzY28uY29tMIIBIjAN 
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA84y2NE0C1GY5nnubkG6u2ZYAxK7h 
Qy+9UPSfeVYHE3EWuQNuZljoXOd40+/FTfeOEdhh9fsertl+wNavHXwpngDfhx59 
dbRduYekAmL7kPVute1BtVB6yJJ7yWRoGW3pG5PinMPXwNQhSRZHgBVBusWtdsD/ 
/clo7Mly4F2vqYmSVaE0SHLR1QiJKO+0iOx9iBzGxH8S2BpfdjwBKwO2MzRFgPhV 
PgjtMvNDA47DgwfcuSiO6liW1Cv/g3GgzBT/G6sWzf6ah2+kTLQq9XXim5b9J2Hf 
IIniAwohSq+kHo8f/cbq+WT/BwLaU163oZXiNKUxeYBYCuzZ7GGMkRHVwQIDAQAB 
oE4wGAYJKoZIhvcNAQkHMQsTCWNyaW1zb241NTAyBgkqhkiG9w0BCQIxJRMjTmV0 
d29yayBNYW5hZ2VtZW50IFRlY2hub2xvZ3kgR3JvdXAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAD 
ggEBABtrhmhJYP3iD5iencZzQr4P8bwDjtYAS4B0EpFAfeymGV5ZSKMM3pLEbac8 
iVL2EbLwB1G25O24PiFOmysw60+ehmR4TR1yI3pMZ7oTn71md4a3z04GAw6o9q4u 
xPEWx07LckkGdmaZAd5t9+hLrBWTq+gZmZszVkenhBPIEdDh8gN0XKM5xd9IVtio 
jZNJVeXPlVxWFT/nIz+BaVolJenuqrB6wgWjMoAfvknr2v9axIf8P6j80vPSX3wU 
H+JUNCYTa4hXoX8sK9xeoHpqNyvVMz6ntAgHe+JjJyfRlLxq/hnbcem83lyr2Mix 
% Granted certificate: 
MIIDBzCCAnCgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQQFADA9MQswCQYDVQQGEwJ1czEZ 
MBcGA1UEBxMQU2FuIEZyYW5jaXNjbyBDQTETMBEGA1UEAxMKTXkgQ29tcGFueTAe 
Fw0wNDAzMTMwMjIzNDRaFw0wNTAzMTMwMjIzNDRaMIGsMQswCQYDVQQGEwJVUzET 
MBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxGzAZBgNVBAoT 
EkNpc2NvIFN5c3RlbXMgSW5jLjEmMCQGA1UECxMdTk1URyBDTlMgQ29uZmlndXJh 
dGlvbiBFbmdpbmUxDTALBgNVBAMTBG9wdXMxITAfBgkqhkiG9w0BCQEWEmVtaWt1 
bGljQGNpc2NvLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAPOM 
tjRNAtRmOZ57m5BurtmWAMSu4UMvvVD0n3lWBxNxFrkDbmZY6FzneNPvxU33jhHY 
YfX7Hq7ZfsDWrx18KZ4A34cefXW0XbmHpAJi+5D1brXtQbVQesiSe8lkaBlt6RuT 
4pzD18DUIUkWR4AVQbrFrXbA//3JaOzJcuBdr6mJklWhNEhy0dUIiSjvtIjsfYgc 
xsR/EtgaX3Y8ASsDtjM0RYD4VT4I7TLzQwOOw4MH3LkojupYltQr/4NxoMwU/xur 
Fs3+modvpEy0KvV14puW/Sdh3yCJ4gMKIUqvpB6PH/3G6vlk/wcC2lNet6GV4jSl 
MXmAWArs2exhjJER1cECAwEAAaMjMCEwHwYDVR0jBBgwFoAUUmc3z2kTZuJ3JJAW 
BQGz2gYFGuQwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAHOsmp3H2wii8NaoYV8uXsbIYyk5V 
KDIpB3EX6G74b6MG0egzH+39HYJT7S7uevyPEbMg1xusJoeRmUGl0GricJcmlPUL 
cqqSt+nueOpiZs0W1pwqunqYTkTy3DP1oyxSWA1Xe9sIJQXcPvppj+7KvpIvckCk 
RqgVxWG1aPcBTYI= 

（注） PEM 形式の証明書が必要な場合は、次の PEM ヘッダーを手動で追加します。
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-----BEGIN CERTIFICATE----- 
<<hex data>> 
-----END CERTIFICATE-----

Hence the issued request would end up with headers above and below it’s first and last 
data lines: 
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIDBzCCAnCgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQQFADA9MQswCQYDVQQGEwJ1czEZ 
MBcGA1UEBxMQU2FuIEZyYW5jaXNjbyBDQTETMBEGA1UEAxMKTXkgQ29tcGFueTAe 
Fw0wNDAzMTMwMjIzNDRaFw0wNTAzMTMwMjIzNDRaMIGsMQswCQYDVQQGEwJVUzET 
MBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxGzAZBgNVBAoT 
EkNpc2NvIFN5c3RlbXMgSW5jLjEmMCQGA1UECxMdTk1URyBDTlMgQ29uZmlndXJh 
dGlvbiBFbmdpbmUxDTALBgNVBAMTBG9wdXMxITAfBgkqhkiG9w0BCQEWEmVtaWt1 
bGljQGNpc2NvLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAPOM 
tjRNAtRmOZ57m5BurtmWAMSu4UMvvVD0n3lWBxNxFrkDbmZY6FzneNPvxU33jhHY 
YfX7Hq7ZfsDWrx18KZ4A34cefXW0XbmHpAJi+5D1brXtQbVQesiSe8lkaBlt6RuT 
4pzD18DUIUkWR4AVQbrFrXbA//3JaOzJcuBdr6mJklWhNEhy0dUIiSjvtIjsfYgc 
xsR/EtgaX3Y8ASsDtjM0RYD4VT4I7TLzQwOOw4MH3LkojupYltQr/4NxoMwU/xur 
Fs3+modvpEy0KvV14puW/Sdh3yCJ4gMKIUqvpB6PH/3G6vlk/wcC2lNet6GV4jSl 
MXmAWArs2exhjJER1cECAwEAAaMjMCEwHwYDVR0jBBgwFoAUUmc3z2kTZuJ3JJAW 
BQGz2gYFGuQwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAHOsmp3H2wii8NaoYV8uXsbIYyk5V 
KDIpB3EX6G74b6MG0egzH+39HYJT7S7uevyPEbMg1xusJoeRmUGl0GricJcmlPUL 
cqqSt+nueOpiZs0W1pwqunqYTkTy3DP1oyxSWA1Xe9sIJQXcPvppj+7KvpIvckCk 
RqgVxWG1aPcBTYI= 
-----END CERTIFICATE----

サンプル コマンドと出力 
ここでは、サンプル コマンドとその出力を示します。

暗号キーと SSL 証明書要求の作成 
次の手順は、CNS CE での RSA キーの生成と SSL 証明書要求の生成の基本を示します。生成された証

明書は証明書署名要求と呼ばれます。証明書署名要求は有効な署名済み SSL 証明書の申請に使用する

もので、これを元に CA から署名済み証明書が返送されます。

CNS Configuration Engine のコンソールまたは端末にログインし、ここに示す順にコマンドを入力し

ます。

（注） サンプルのファイル名は、必要に応じて実際に使用する独自のファイル名に置き換える必要がありま

す。ここに示す出力はテスト環境で実際に生成された OpenSSL の出力であり、ご使用の環境での出力

とは少し異なる場合があります。以降のテキストでは、コマンド入力と生成された出力の両方が画面で

キャプチャされたとおりに示されています。CNS Configuration Engine がインストールされていて、

TCP/IP ネットワーク接続がセットアップされていることを確認してください。

RSA キーの生成 

CNS Configuration Engine のコンソールまたは端末にログインし、RSA キーペアと証明書署名要求を

生成するために次のコマンドを入力します。

• % openssl genrsa -out /root/server.key 1024 
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus 
.................++++++ 
..................................................++++++ 
e is 65537 (0x10001) 
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RSA キーのファイル所有権の変更 

RSA キーのファイル所有権を変更するには、次のコマンドを使用します。

• % chown -v root:root /root/server.key 
changed ownership of `/root/server.key' to root:root 

• % chmod -v 400 /root/server.key 
mode of `/root/server.key' changed to 0400 (r--------) 

SSL 証明書署名要求の生成 

SSL 証明書署名要求を生成するには、次のコマンドを使用します。

• % openssl req -new -key /root/server.key -out /root/server.csr 
Using configuration from /usr/share/ssl/openssl.cnfer.key -out /root/server.csr 
You are about to be asked to enter information that will be incorporated 
into your certificate request. 
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 
For some fields there will be a default value, 
If you enter '.', the field will be left blank. 

Country Name (2 letter code) [GB]:US 
State or Province Name (full name) [Berkshire]:California 
Locality Name (eg, city) [Newbury]:San Jose 
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:Cisco Systems Inc. 
Organizational Unit Name (eg, section) []:Network Management Technology Group 
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:opus 
Email Address []:administrator@cisco.com 

Please enter the following 'extra' attributes 
to be sent with your certificate request 
A challenge password []:cisco123 
An optional company name []:. 

上記の手順が完了したら、v2.0 Privacy Enhanced Mail（PEM）形式の SSL 証明書署名要求をローカル

の CNS Configuration Engine ファイル システムに作成します。SSL 証明書は、ご使用の証明書サーバ

または CA の署名を取得する必要があります。この時点で、署名を取得するために server.csr ファイル

を CA に送信できます。

次の例は、PEM 形式にする前のファイルを示します。

ヘッダー テキスト「-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----」とフッター テキスト「-----END 

CERTIFICATE REQUEST-----」は各行に自動的に付加されます。

[root@opus root]# more /root/server.csr 
-----BEGIN CERTIFICATE 
REQUEST----MIICETCCAXoCAQAwgbcxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQIEwpDYWxpZm9ybmlh 
MREwDwYDVQQHEwhTYW4gSm9zZTEbMBkGA1UEChMSQ2lzY28gU3lzdGVtcyBJbmMu 
MSwwKgYDVQQLEyNOZXR3b3JrIE1hbmFnZW1lbnQgVGVjaG5vbG9neSBHcm91cDEN 
MAsGA1UEAxMEb3B1czEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXYWRtaW5pc3RyYXRvckBjaXNj 
by5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBALSbTB5cijXDFzGmGxDK 
z5FpR1I8PfzJI/2lEfOUzKwffzbUmKESLOTTQ3g1Y7Qbh7lZBU1rVsc4I1pwHyKu 
JOGNhG8wJCUau3ErmhExEM/OunD6zXU1VT/CSvMzG2e6l5JHEBIuZyL/LWEiaA+0 
+7NiqI/xgsYPAUVdheEOqgkdAgMBAAGgGTAXBgkqhkiG9w0BCQcxChMIY2lzY28x 
MjMwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAQfwCg/fceFdy/xgpps6GSkRt8EB6gsMwNv2E 
Cp+FQR0CK9NcpNwNezevbhqpNoaVhsmXgfbAw8mVxJWLJeLe1Bhf9GBXPwIttqLJ 
IyfNZfagXMkW+S9z53MnPXg49RaT07itYkqe/1h6RV4TeHYjhPkHGuFeb9GsKM4X 
B35lEeo= 
-----END CERTIFICATE REQUEST----
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デジタル署名された発行済み証明書 

SSL 証明書要求 server.csr ファイルを証明書サーバにコピーし、CS/CA の署名を取得するために提出

します。CS/CA 管理者がそれぞれのポリシーに従って CNS Configuration Engine の証明書要求を 
CS/CA のルート証明書で検証し、署名された有効な SSL 証明書を server.cer という名前の PEM 形式

のファイルで返送します。証明書を受け取ったら、この署名付き証明書を CNS Configuration Engine 
の任意のディレクトリまたは IP FTP クライアントからアクセスできる外部 FTP サーバにコピーまたは

配置します。

CNS Configuration Engine 証明書の内容の表示 

CNS Configuration Engine 証明書の内容を表示するには、CNS Configuration Engine コンソールで

（ルートとして）次のコマンドを実行します。出力の中にシリアル番号（serial:）があります。

[root@nugi root]# openssl x509 -noout -text -in /etc/tibgate/server.crt 
......other data.......
X509v3 Authority Key Identifier: 
keyid:28:B6:86:CF:E5:52:C9:8C:23:BA:C2:A2:A0:22:F1:DA:5E:77:53:30 
DirName:/Email=administrator@mycompany.com/C=US/ST=CA/L=San Jose/O=Company Co 
Inc./OU=Dept/CN=Personnel
serial:4D:00:F1:83:1F:8D:56:AC:4F:63:BF:0A:CA:AB:4F:00 
.....other data....... 

発行済み SSL 証明書のプレビュー 

CNS Configuration Engine 証明書を CNS Configuration Engine にコピーしたら、CNS Configuration 
Engine 証明書の署名された内容をプレビューするために、証明書 server.cer ファイルに対して次の 
OpenSSL コマンドを使用します。

root@opus root]# openssl x509 -noout -text -in /root/server.cer 
Certificate:

Data: 
Version: 3 (0x2) 
Serial Number: 2 (0x2) 
Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption 
Issuer: C=us, L=San Francisco CA, CN=My Company 
Validity

Not Before: Mar 13 02:23:44 2004 GMT 
Not After : Mar 13 02:23:44 2005 GMT

Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=My Company., OU=Personnel Dept, 
CN=myhostname/Email=administrator@company.com 
co.com

Subject Public Key Info: 
Public Key Algorithm: rsaEncryption 
RSA Public Key: (2048 bit)

Modulus (2048 bit): 
00:f3:8c:b6:34:4d:02:d4:66:39:9e:7b:9b:90:6e: 
ae:d9:96:00:c4:ae:e1:43:2f:bd:50:f4:9f:79:56: 
07:13:71:16:b9:03:6e:66:58:e8:5c:e7:78:d3:ef: 
c5:4d:f7:8e:11:d8:61:f5:fb:1e:ae:d9:7e:c0:d6: 
af:1d:7c:29:9e:00:df:87:1e:7d:75:b4:5d:b9:87: 
a4:02:62:fb:90:f5:6e:b5:ed:41:b5:50:7a:c8:92: 
7b:c9:64:68:19:6d:e9:1b:93:e2:9c:c3:d7:c0:d4: 
21:49:16:47:80:15:41:ba:c5:ad:76:c0:ff:fd:c9: 
68:ec:c9:72:e0:5d:af:a9:89:92:55:a1:34:48:72: 
1:d5:08:89:28:ef:b4:88:ec:7d:88:1c:c6:c4:7f: 
12:d8:1a:5f:76:3c:01:2b:03:b6:33:34:45:80:f8: 
55:3e:08:ed:32:f3:43:03:8e:c3:83:07:dc:b9:28: 
8e:ea:58:96:d4:2b:ff:83:71:a0:cc:14:ff:1b:ab: 

16:cd:fe:9a:87:6f:a4:4c:b4:2a:f5:75:e2:9b:96: 
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fd:27:61:df:20:89:e2:03:0a:21:4a:af:a4:1e:8f: 
1f:fd:c6:ea:f9:64:ff:07:02:da:53:5e:b7:a1:95: 
e2:34:a5:31:79:80:58:0a:ec:d9:ec:61:8c:91:11: 
d5:c1

Exponent: 65537 (0x10001) 
X509v3 extensions: 

X509v3 Authority Key Identifier: 
keyid:52:67:37:CF:69:13:66:E2:77:24:90:16:05:01:B3:DA:06:05:1A:E4

Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption 
1c:eb:26:a7:71:f6:c2:28:bc:35:aa:18:57:cb:97:b1:b2:18: 
ca:4e:55:28:32:29:07:71:17:e8:6e:f8:6f:a3:06:d1:e8:33: 
1f:ed:fd:1d:82:53:ed:2e:ee:7a:fc:8f:11:b3:20:d7:1b:ac: 
26:87:91:99:41:a5:d0:6a:e2:70:97:26:94:f5:0b:72:aa:92: 
b7:e9:ee:78:ea:62:66:cd:16:d6:9c:2a:ba:7a:98:4e:44:f2: 
dc:33:f5:a3:2c:52:58:0d:57:7b:db:08:25:05:dc:3e:fa:69: 
8f:ee:ca:be:92:2f:72:40:a4:46:a8:15:c5:61:b5:68:f7:01: 
4d:82 

[root@opus root]# 

CNS Configuration Engine の証明書要求 

次に、テスト用 CNS Configuration Engine でのキーと証明書要求の例を示します。証明書要求（*.csr）
はユーザが CNS Configuration Engine で作成し、CA はその証明書に署名して有効な証明書（*.cer）
を返送します。

[root@opus root]# openssl req -new -key /root/server.key -out /root/my-cnsce.csr 
Using configuration from /usr/share/ssl/openssl.cnf 
You are about to be asked to enter information that will be incorporated 
into your certificate request. 
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 
For some fields there will be a default value, 
If you enter '.', the field will be left blank. 

Country Name (2 letter code) [GB]:us 
State or Province Name (full name) [Berkshire]:California 
Locality Name (eg, city) [Newbury]:San Francisco 
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:Company Co Inc. 
Organizational Unit Name (eg, section) []:Department 
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:my-cnsce 
Email Address []:administrator@company.com 

Please enter the following 'extra' attributes 
to be sent with your certificate request 
A challenge password []:2FCE2F9EF109E 
An optional company name []:Company Co Inc. 
[root@nugi root]# 

Configuration Engine での SSL の有効化

CNS Configuration Engine のコンソールまたは端末にルートとしてログインし、CNS Configuration 
Engine のセットアップ プログラムを実行してコマンド Setup に入ります。これにより、CNS 
Configuration Engine セットアップの暗号化設定に変更を加え、その変更だけを適用できます。この場

合は、対象のホストで SSL を有効にし、キーと証明書の場所を指定します。
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CNS Configuration Engine での SSL のセットアップ例 
次の例は、テスト用の SSL 対応 CNS Configuration Engine のセットアップ画面を示します。

======CNS Configuration Engine SETUP====================== 

Please review the following parameters: 
username for user-level shell account: admin 
password for user-level shell account: 
eth0 IP address: 10.1.2.8 
eth0 network mask: 255.255.255.0 
eth0 default gateway IP address: 10.1.2.7 eth1 IP address: 
primary DNS server IP address: 10.1.2.3 
secondary DNS server IP address (optional): 
Configuration Engine login name: gui-admin 
Configuration Engine login password: ****** 
internal LDAP server password: ********* 
Enable cryptographic (crypto) operation between Event Gateway(s)/Config server and 
device(s) (y/n)? yes
Certificates already exist. Overwrite (y/n)? no
Enable plaintext operation between Config Server and devices/GUI administration (y/n)? no
Enable plaintext operation between Event Gateway and devices (y/n)? no
Enable authentication (y/n)? no
NSM directive (none, default, http): default 
Enable Event Gateway debug log (y/n)?no
log file rotation timer (minutes, 0 = no rotation): 15 
max log file size (Kbytes): 3072 
the max versions of log file (0-99): 1 
number of Event Gateways that will be started with crypto operation: 1 
number of Event Gateways that will be started with plaintext operation: 1 
CNS Event Bus Network Parameter: 10.1.25.18 
CNS Event Bus Service Parameter: 7500 
Re-configure IMGW (y/n)? no

 Warning: setup cannot be aborted while committing changes. 

Commit changes (y/n):yes 

Cisco IOS SSL 
ここでは、Cisco IOS SSL の設定方法について説明します。

Cisco IOS SSL トラストポイントの設定 
Cisco IOS では、SCEP を使用してネットワーク上のトラストポイントを設定できます。また、

terminal オプションを使用して、トラストポイントをスクリーン ダンプから設定することもできます。

端末上でトラストポイントを貼り付けるには、特定の形式でエンコードする必要があります。端末から

入力する方法では Base 64 エンコード形式を使用します。

SCEP を使用した CPE SSL トラストポイント 
次の例は、SCEP プロトコルを使用してトラストポイントを取得する方法を示します。

! 
Router(config)#crypto ca trustpoint company.com 
Router(config)#enrollment mode ra 
Router(config)#enrollment url http://my-iosca:80/ 
Router(config)#usage ssl-client 
Router(config)#revocation-check none 
Router(config)#crypto ca authenticate att.com 
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Certificate has the following attributes: 
Fingerprint: 1D74D54A 464207FD 817901A4D 67B5112B 
% Do you accept this certificate? [yes/no]: yes 
Trustpoint CA certificate accepted. 
! 
crypto ca certificate chain company.com
certificate ca 4D69F1831F8D56AF4F63BF0F1B6B4F9B 
308202F2 3082029C A0030201 0202104D 69F1821F 8D56AC4F 63BF0ACA AB4F9F30 
0D06092A 864886F7 0D010105 05003081 97312139 1F06092A 864886F7 0D010901 
1612656D 696B756C 69634063 6973636E 2E636F6D 310B3009 06035504 06130255 
53310B30 09060355 04081302 43413111 300F0603 55040713 084D696C 70697461 
73311B30 19060355 040A1312 43697365 6F205379 7374656D 7320496E 632E3113 
30110603 55040B13 0A434E53 2D494E77 4D425531 13301106 03550403 130A494E 
534D4255 2D434131 301E170D 30333035 32383232 34333533 5F970D30 35303532 
38323235 3231325A 30819731 21301F06 092A8648 86F70D01 09011612 656D696B 
756C6963 40636973 636F2E63 6F6D310B 30090603 55040613 02123331 0B300906 
03550408 13024411 3111300F 06035504 0713084D 696C7069 74617331 1B301906 
0355040A 13124369 73636F20 53797374 656D7320 496E632E 31133011 06035504 
0B130A43 4E532D49 4E534D42 55311330 11060355 0403130A 494E534D 42552D43 
4131305C 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 4B003048 02410097 2E2CED5E 
B0F1194F 572E3275 F54F8C92 1A489BD4 CAD7701B 2275EA6B 3520DC29 7D17A1C4 
AC6EB48C B03B1AF1 8CDAB68A A31FB15A 55325A45 032106E6 8214B902 03010001 
A381C130 81BE300B 0603551D 0F040403 0201C630 0F060355 1D130101 FF040530 
030101FF 301D0603 551D0E04 16041428 B686CFE5 52C98C23 BAC2A2A0 22F1DA5E 
77533030 6D060355 1D1F0466 3064302F A02DA02B 86296874 74703A2F 2F67696C 
6C696761 6E2F4365 7274456E 726F6C6C 2F494E53 4D42552D 4341312E 63726C30 
31A02FA0 2D862B66 696C653A 2F2F5C5C 67696C6C 6967616E 5C436572 74456E72 
6F6C6C5C 494E534D 42552D43 41312E63 726C3010 06092B06 01040182 37150104 
03020100 300D0609 2A864886 F70D0101 05050003 41012C82 FA96ED42 329B01B7 
83A48A06 4CEDFE36 2CF9706D 1ED1B7C8 882B0B4C 039A4E15 14B410FC 4258FFED 
C8069002 76446090 CA22B642 B4207869 F495F8F2 BA51 
quit 

端末からのコピー アンド ペーストを使用した CPE SSL トラストポイント 

次の例は、端末セッションを使用してコンソール上でトラストポイントを設定する方法を示します。

! 
Router(config)#crypto ca trustpoint company.com 
Router(config)#enrollment mode ra 
Router(config)#enrollment terminal 
Router(config)#usage ssl-client 
Router(config)#revocation-check none 
Router(config)# 
! 
Router(config)#crypto ca authenticate company.com 
Enter the base 64 encoded CA certificate. 
End with a blank line or the word "quit" on a line by itself 

-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC8jCCApygAwIBAgIQTWnxgx+
NVqxPY78KyqtPnzANBgkqhkiG9w0BAQUFADCB 
lzEhMB8GCSqGSIb3DQEJARYSZW1pa3VsaWNAY2lzY28uY29tMQswCQYDVQQGEwJV 
UzELMAkGA1UECBMCQ0ExETAPBgNVBAcTCE1pbHBpdGFzMRswGQYDVQQKExJDaXNj 
byBTeXN0ZW1zIEluYy4xEzARBgNVBAsTCkNOUy1JTlNNQlUxEzARBgNVBAMTCklO 
U01CVS1DQTEwHhcNMDMwNTI4MjI0MzUzWhcNMDUwNTI4MjI1MjEyWjCBlzEhMB8G 
CSqGSIb3DQEJARYSZW1pa3VsaWNAY2lzY28uY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkG 
A1UECBMCQ0ExETAPBgNVBAcTCE1pbHBpdGFzMRswGQYDVQQKExJDaXNjbyBTeXN0 
ZW1zIEluYy4xEzARBgXMAAsTCkNOUy1JTlNNQlUxEzARBgNVBAMTCklOU01CVS1D 
QTEwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAly4s7V6w8RlPVy4ydfVPjJIaSJvU 
ytdwGyJ16ms1INwpfRehxKxutIywOxrxjNq2iqMfsVpVMlpFAyEG5oIUuQIDAQAB 
o4HBMIG+MAsGA1UdDwQEAwIBxjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBQo 
tobP5VLJjCO6wqKgIvHaXndTMDBtBgNVHR8EZjBkMC+gLaArhilodHRwOi8vZ2ls 
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bGlnYW4vQ2VydEVucm9sbC9JTlNNQlUtQ0ExLmNybDAxoC+gLYYrZmlsZTovL1xc 
Z2lsbGlnYW5cQ2VydEVucm9sbFxJTlNNQlUtQ0ExLmNybDAQBgkrBgEEAYI3FQEE 
AwIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFAANBACyC+pbtQjKbAbeDpIoGTO3+Niz5cG0e0bfI 
iCsLTAOaThUUtBD8Qlj/7cgGkAJ2RGCQyiK2QrQgeGn0lfjyukE= 
-----END CERTIFICATE----quit 
Certificate has the following attributes: 
Fingerprint: 1D74D54A B64207FD 81831A4D 1EDF56194 
% Do you accept this certificate? [yes/no]: yes 
Trustpoint CA certificate accepted. 
% Certificate successfully imported 

show crypto ca trustpoint IOS コマンド 

次の例は、次の出力を得る方法を示します。この例の重要なフィールドは Serial Number です。

Router#show crypto ca trustpoints 
Trustpoint company-IOS-CA: 
Subject Name: mytrustpoint 
CN = Department 
OU = Personnel 
O = Company Co Inc. 
L = San Francisco 
ST = CA 
C = US 
EA = administrator@company.com 
Serial Number: 4D69F1831F8Ef1344F63BF0ACAAB4F9F 
Certificate configured. 
CEP URL: <http://my-iosca> 

OpenSSL 証明書の形式 
ここでは、OpenSSL 証明書の形式について説明します。

証明書およびキーの形式 
証明書およびキーには次の形式があります。

• PEM

• DER

• PKCS#12

PEM 

これは OpenSSL で使用されるデフォルトの形式で、CNS Configuration Engine v1.4 以前で使用できる

唯一の形式です。この形式には、すべてのプライベート キー（RSA および DSA）、パブリック キー

（RSA および DSA）、および（x509）証明書を含めることができます。PEM には Base64 でエンコー

ドされた DER 形式のデータが格納され、それが ASCII ヘッダーで囲まれるので、システム間でのテキ

スト モードの転送に適しています。

DER 

DER 形式には、すべてのプライベート キー、パブリック キー、および証明書を含めることができま

す。DER に格納されるデータは ASN1 DER 形式に従います。これはほとんどのブラウザのデフォルト

形式です。
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PKCS#12 

PKCS#12 は PFX ファイルとも呼ばれます。これらのファイルには、すべてのプライベート キー、パ

ブリック キー、および証明書を含めることができます。データはバイナリ形式で格納されます。

詳細については、http://www.drh-consultancy.demon.co.uk/pkcs12faq.html/ を参照してください。

X509 PEM 証明書の形式は次のとおりです。

（ヘッダー情報）

------BEGIN (TRUSTED|X509) CERTIFICATE----(
Certificate Data) 
------END (TRUSTED|X509) CERTIFICATE---

OpenSSL による証明書形式の変換 

ここでは、OpenSSL ツールを使用して証明書形式を変換する手順について説明します。詳細について

は、OpenSSL のドキュメントを参照してください。

OpenSSL から PKCS#12 への変換 

次の例は、OpenSSL を PKCS#12 に変換する方法を示します。

openssl pkcs12 -export -in pem-certificate-and-key-file -out 
pkcs-12-certificate-and-key-file 
openssl pkcs12 -export -in pem-certificate-file -inkey pem-key-file -out 
pkcs-12-certificate-and-key-file 

PKCS#12 から PEM への OpenSSL の変換 

次の例は、OpenSSL を PKCS#12 から PEM に変換する方法を示します。

openssl pkcs12 -in pkcs-12-certificate-file -out pem-certificate-file 
openssl pkcs12 -in pkcs-12-certificate-and-key-file -out pem-certificate-and-key-file 

PEM/DER から DER/PEM への OpenSSL の変換 

次の例は、OpenSSL を PEM/DER から DER/PEMPKCS#12 に変換する方法を示します。

openssl dsa -inform PEM|DER -outform DER|PEM -in pem-file|der-file -out der-file|pem-file 

OpenSSL 証明書の形式 

次の例は、OpenSSL 証明書の形式を示します。

OpenSSL From PEM/DER to DER/PEM - RSA Keys 
openssl rsa -inform PEM|DER -outform DER|PEM -in pem-file|der-file -out der-file|pem-file 

CNS SSL 通信のトラブルシューティング 
発行された CNS Configuration Engine 証明書の内容を CNS Configuration Engine で表示するには、次

の OpenSSL コマンドを実行します。このサンプルは、シスコのラボで IOS CS/CA によって実際に発

行された証明書から取得したものです。ここで注意すべき重要な値は、Serial Number: の後に続く 16 
進数の文字列です。これは発行された証明書のシリアル番号を示します。
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SSL 証明書の表示 
次の例は、SSL 証明書を表示する方法を示します。

openssl x509 -noout -text -in /etc/tibgate/server.crt 
Certificate:

Data: 
Version: 3 (0x2) 
Serial Number:

15:79:ce:3e:00:00:ef:00:00:04 
Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 
Issuer: Email=administrator@mycompany.com, C=US, ST=CA, L=San Francisco, O=Company 

Co Inc., OU=Department, CN=Personnel
Validity 

Not Before: May 30 01:52:27 2003 GMT 
Not After : May 30 02:02:27 2004 GMT

Subject: Email=administrator@mycompany.com, C=us, ST=California, L=San Jose, 
O=Company Inc., OU=Department, CN=config-engine

Subject Public Key Info: 
Public Key Algorithm: rsaEncryption 
RSA Public Key: (1024 bit)

Modulus (1024 bit): 
00:c8:5a:71:55:f8:30:21:da:ef:f1:6f:5c:e5:df: 
92:66:be:d2:7f:86:65:e7:e1:de:f4:c2:ac:1e:e1: 
e9:7a:a2:64:20:81:ed:a6:ff:f8:85:ab:fc:63:0f: 
d3:71:93:b1:6b:31:f5:0b:11:64:c1:dc:29:88:7f: 
ab:81:69:bf:f0:81:5c:af:1b:86:9d:14:30:47:fd: 
44:04:ea:3e:e6:e0:2b:7d:33:d4:37:ba:a9:ba:ee: 
29:2f:52:a9:f3:e2:26:60:5d:c7:6d:25:92:80:fe: 
16:07:f8:c9:2d:75:6f:29:4c:17:3c:85:70:ad:c1: 
65:aa:ea:c5:e0:09:47:24:e1

Exponent: 65537 (0x10001) 
X509v3 extensions: 
X509v3 Subject Key Identifier: 

35:7E:67:7C:B9:AC:79:ED:34:CB:08:DF:AB:1E:C6:0D:FC:41:3B:71 
X509v3 Authority Key Identifier: 

keyid:28:B6:86:CF:E5:52:C9:8C:23:BA:C2:A2:A0:22:F1:DA:5E:77:53:30 
DirName:/Email=administrator@mycompany.com/C=US/ST=CA/L=San Jose/O=Company 

Co Inc./OU=Department/CN=Marketing 
serial:4D:69:F1:1F:EF:8E:56:AC:4F:63:BF:0A:CA:AB:4F:9F

X509v3 CRL Distribution Points: 
URI:http://my-iosca/ 
URI:file://\\my-iosca

Authority Information Access: 
CA Issuers - URI:http://my-iosca 
CA Issuers - URI:file://\\my-iosca

Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 
24:d7:86:57:95:78:08:60:8d:88:ab:6b:46:76:bc:45:ce:59: 
6c:af:29:43:17:22:a1:78:d0:65:8a:11:79:ef:6b:15:84:8b: 
bf:40:de:9a:08:81:8c:da:ea:e1:0c:fb:bb:0c:8d:96:74:31: 
30:a0:12:de:19:ca:1b:24:60:0d 

SSL トランザクションのデバッグ ダンプ 
SSL トランザクションのデバッグ出力を表示するには、次のコマンドを使用します。ssldump プログ

ラムは OpenSSL ツールキットの一部であり、SSL トラストポイントを設定および共有する際に役立

ちます。

/opt/CSCOcnsie/tools/ssldump -A -e -N -d -i eth0 port 443 
..or more simply.. 
/opt/CSCOcnsie/tools/ssldump -i eth0 port 443 
/opt/CSCOcnsie/tools/ssldump -i eth0 port 11012 
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..and the operator can easily pipe these to a file as such:
/opt/CSCOcnsie/tools/ssldump -i eth0 port 443 > ssl_http.log 
/opt/CSCOcnsie/tools/ssldump -i eth0 port 11012 > ssl_event.log 

IOS SSL デバイスのトラブルシューティング 
次の debug および show コマンドは、SSL セキュリティ レイヤをサポートするほとんどの IOS CPE で
使用できます。これらのコマンドは、CPE デバイスで SSL クライアント トラストポイントのセット

アップをデバッグする際に役立つすべての情報をオペレータに提供します。

PKI デバッグ コマンド 

次の例は、PKI デバッグ コマンドを示します。

debug crypto pki transactions 
debug crypto pki messages 

SSL デバッグ コマンド 

次の例は、SSL デバッグ コマンドを示します。

debug ssl traffic 
debug ssl error 
debug ssh hdshake 

show crypto コマンド 

次の例は、crypto コマンドを示します。

show crypto key pubkey-chain rsa 
show crypto ca trustpoints 
show crypto ca certificate 

show crypto key pubkey-chain rsa コマンド

次の例は、IOS デバイスにおけるトラストポイント証明書のパブリック キーの出力を示します。

Router#show crypto key pubkey-chain rsa 
Codes: M - Manually configured, C - Extracted from certificate 

Code  Usage IP-Address/VRF Keyring  Name 
C Signing default X.500 DN name: 

CN = IOS-CA1 
OU = Marketing 
O = Company Co Inc. 
L = San Jose 
ST = CA 
C = US 
EA = administrator@company.com 

show crytpo ca trustpoint

次の例は、IOS デバイスにおける IOS SSL トラストポイント証明書の内容と署名の出力を示します。

Router#show crypto ca trustpoints 
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Trustpoint cisco-ssl-home: 
Subject Name: 
CN = IOS-CA1
OU = Marketing 
O = Company Co Inc. 
L = San Jose 
ST = CA 
C = US 
EA = administrator@company.com

Serial Number: 4D69F1E1D5F8D6AC4F63BF0ACAAB4F9F 
Certificate configured. 
CEP URL: http://my-iosca 

show crypto ca certificate 

次の例は、IOS デバイスにおける show crypto ca cert IOS コマンドの出力を示します。

Router#show crypto ca cert 
CA Certificate

Status: Available
Certificate Serial Number: 2D19F1841F8D56AC4F63BF0AC1DB4F9F 

Certificate Usage: Signature 
Issuer:

CN = IOS-CA1
OU = Marketing
O = Company Co Inc.
L = San Jose
ST = CA
C = US
EA = administrator@company.com 

Subject: 
CN = IOS-CA1
OU = Marketing
O = Company Co Inc.
L = San Jose
ST = CA
C = US
EA = administrator@company.com 

CRL Distribution Point: 
http://my-iosca

Validity Date: 
start date: 22:43:53 UTC May 28 2003
end date: 22:52:12 UTC May 28 2005 

Associated Trustpoints: ssl-home 

CNS ID の構文

次の例は、CNS ID の構文を示します。

Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#cns id ?

Async Async interface
BVI Bridge-Group Virtual Interface
CDMA-Ix CDMA Ix interface
CTunnel CTunnel interface
Dialer Dialer interface
Ethernet IEEE 802.3
FastEthernet FastEthernet IEEE 802.3
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Group-Async Async Group interface
Lex Lex interface
Loopback Loopback interface
MFR Multilink Frame Relay bundle interface
Multilink Multilink-group interface
Tunnel Tunnel interface
Vif PGM Multicast Host interface
Virtual-PPP Virtual PPP interface
Virtual-Template Virtual Template interface
Virtual-TokenRing Virtual TokenRing
Vlan Catalyst Vlans
hardware-serial Use hardware serial number as unique ID
hostname Use hostname as unique ID
string Use an arbitrary string as the unique ID

CNS ID ネットワーク インターフェイス値の参照

次の例は、CNS ID ネットワーク インターフェイス値の出力を示します。

Router#enable
Router#configure terminal
Router#(config)#cns id FastEthernet 0 ?
ipaddress Use IP address as unique ID
mac-address Use MAC address as unique ID

Router(config)#cns id Async 1 ?
ipaddress Use IP address as unique ID
mac-address Use MAC address as unique ID

CNS ID ハードウェア シリアル番号

次の例は、CNS ID ハードウェア シリアル番号の出力を示します。

Router(config)#cns id hardware-serial ?
event Set this ID as the event ID
image Set this ID as the image ID
<cr>

マザーボード ハードウェア シリアル番号の表示

次の例は、マザーボード ハードウェア シリアル番号の出力を示します。

Router#enable
Router#config terminal
Router(config)#do show version
Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-ADVENTERPRISEK9-M), Experimental Version 12.3
Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 13-Feb-04 20:04 by ntimms
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(7r)XM4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco-1711 uptime is 2 days, 19 hours, 27 minutes
System returned to ROM by reload
System restarted at 07:51:21 UTC Thu Mar 4 2004
System image file is "flash:c1700-adventerprisek9-mz.24.Feb.2004"
This product contains cryptographic features and is subject to United States and local 
country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic 
products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use 
encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance 
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with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with 
applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, 
return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: 
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

Cisco 1711 (MPC862P) processor (revision 0x100) with 116939K/14133K bytes of memory. 
Processor board ID FOC07271A6Q (2119579075), with hardware revision 0000
MPC862P processor: part number 7, mask 0
1 Ethernet interface
5 FastEthernet interfaces
1 Serial interface
1 terminal line
1 Virtual Private Network (VPN) Module
32K bytes of NVRAM.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102

ハードウェアシリアルの CNS イメージ ID の表示

次の例は、ハードウェアシリアルの CNS イメージの出力を示します。

Router#enable
Router#configure terminal
Router(config)#cns id hardware-serial image
Router(config)#do show cns image status
CNS Image Agent ID: FOC07271A6Q
Number of failed upgrades: 0
Number of successful upgrades: 0
Messages received: 8
Receive errors: 1
Bad XML format:1 Not Supported:0 Invalid Parameter:0
Memory exhausted:0 File too large:0 Operation failed:0
File Errors:0 Auth Errors: 0
Transmit Status
TX Attempts:7
Successes:6 Failures 3
Detailed Failures
Memory exhausted:0 queue error:0 external error:0
other error:3

ハードウェアシリアルの CNS コンフィギュレーション ID
次の例は、ハードウェアシリアルの CNS コンフィギュレーション ID の出力を示します。

Router#enable
Router#configure terminal
Router(config)#cns id hardware-serial
Router(config)#do show cns config connections
The partial configuration agent is enabled.
Configuration server: 10.1.25.94
Port number: 80
Encryption: disabled
Config id: FOC07271A6Q
Connection Status:
The initial configuration agent is not running.
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（注） ハードウェアシリアル ID は show version コマンドで表示される ID であり、CNS エージェントによっ

て内部でデバイスのマザーボードから取得されます。この英数字文字列は、特定の Cisco IOS デバイス

のシャーシに記載されているシリアル番号と同じである場合と異なる場合があります。

その他の情報源

追加の情報を得るために次のドキュメントを参照できます。

Cisco IOS 証明書サーバ

Cisco IOS 証明書サーバの詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_feature_guide09186a00801d1cb0.h
tml

証明書サーバのデータ シート

証明書サーバのデータ シートの詳細については、次の URL にある技術ドキュメントを参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk372/tech_brief09186a00801e05dc.html

Cisco IOS PKI

Cisco IOS ソフトウェア Release 12.3 T / セキュリティ コマンド

For more information on Cisco IOS software releases and security commands, see the command 
reference document at:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_command_reference_chapter09186
a00801a7f81.html

SSL パブリック キー インフラストラクチャ

SSL パブリック キー インフラストラクチャの詳細については、次の URL にあるホワイト ペーパーを

参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk618/technologies_white_paper09186a0080179739.shtml

証明書セキュリティ属性ベースのアクセス コントロール

証明書セキュリティ属性ベースのアクセス コントロールの詳細については、次の URL にあるドキュメ

ントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1839/products_feature_guide09186a00801541ce.h
tml

Cisco IOS 証明書サーバのデータ シート

Cisco IOS 証明書サーバのデータ シートの詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照して

ください。
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http://www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk372/tech_brief09186a00801e05dc.html

http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/iosw/prodlit/certs_ds.pdf

Cisco IOS 証明書サーバおよびソフトウェア Release 12.3 T

Cisco IOS サーバおよびソフトウェア Release 12.4 の詳細については、次の URL にあるドキュメント

を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_feature_guide09186a00801d1cb0.h
tml

信頼できるルート認証機関

信頼できるルート認証機関の詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1834/products_feature_guide09186a008007fecf.ht
ml.

Online Certificate Status Protocol

Online Certificate Status Protocol の詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照してくだ

さい。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_feature_guide09186a00801a755b.
html.

シスコの SCEP ホーム ページ

SCEP ホーム ページの詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/sqsw/tech/scep_wp.html.

Cisco IOS ソフトウェア Release 12.3 T 

Cisco IOS ソフトウェア Release 12.3 T および RSA キー ペアの詳細については、次の URL にあるド

キュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5207/products_feature_guide09186a00801d1cb4.h
tml.

トラストポイント コマンド

トラストポイント コマンドの詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t8/fttrust.htm.

証明書登録の機能拡張

証明書登録の機能拡張の詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t8/ftenrol2.htm.

暗号マップの設定 

DN ベースのアクセス コントロール用の暗号マップの設定に関する詳細については、次の URL にある

ドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/warp/public/471/vpn_dn.html - tools
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複数の RSA キー ペアのサポート

複数の RSA キー ペアのサポートの詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122newft/122t/122t8/ftmltkey.htm 
-42193.

Simple Certificate Enrollment Protocol

Simple Certificate Enrollment Protocol の詳細については、次の URL にあるドキュメントを参照してく

ださい。

http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/sqsw/tech/scep_wp.htm.

パブリック ドメイン OpenSSL

OpenSSL の詳細については、http://www.openssl.org を参照してください。

OpenSSL 証明書

OpenSSL 証明書の詳細については、http://www.openssl.org/docs/HOWTO/certificates.txt を参照して

ください。
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 P P E N D I X A

VMware のインストール

この付録では、Windows または Linux プラットフォームに VMware ソフトウェアをインストールする

ためのシステム要件と手順について説明します。

VMware のインストール
ここでは、VMware のインストール プロセスについて説明します。VMware のホスト オペレーティン

グ システムにできるのは Windows または Linux のどちらかです。Cisco Configuration Engine のゲス

ト オペレーティング システムは RHEL4 または RHEL5 です。

Cisco Configuration Engine をご使用のお客様は、VMware のインストールおよびセットアップについ

て VMware.com にある正式なガイドを参照してください。このドキュメントで示す手順は、シスコの

テスト ラボで VMware 環境のセットアップと Cisco Configuration Engine のテストに使用されていま

す。これは参照用として使用できます。

VMware をインストールするには、次の手順に従います。

ステップ 1 Web サイト vmware.com から VMware ソフトウェアをダウンロードします。

ステップ 2 十分なディスク スペースがある新しいフォルダに VMware RPM ファイルをコピーします（第 1 章
「ディスク スペース計算について」を参照）。

ステップ 3 rpm -ivh <VMware RMP 名> コマンドを実行して VMware ソフトウェアをインストールします。

ステップ 4 プログラムがインストールされたら、新しいコマンド プロンプトから /usr/bin/vmware-config.pl イン

ストール スクリプト コマンドを入力し、Enter キーを押して設定プログラムを実行します。コンソー

ルに次のメッセージが表示されます。

[root@ce-scale-1 /]# /usr/bin/vmware-config.pl
Making sure services for VMware Server are stopped.

Stopping VMware autostart virtual machines:
   Virtual machines                [FAILED]
Stopping VMware management services:
   VMware Virtual Infrastructure Web Access
   VMware Server Host Agent                [FAILED]
Stopping VMware services:
   VMware Authentication Daemon                [  OK  ]
   Virtual machine monitor                [  OK  ]
You must read and accept the End User License Agreement to continue.
Press enter to display it.
A-1
ション コンフィギュレーション ガイド 3.5

VMware.com
vmware.com


付録 A      VMware のインストール

VMware のインストール
（注） VMware コンソールに表示されるエラー メッセージ [FAILED] は無視してください。

ステップ 5 システム プロンプトに yes を入力し、エンド ユーザ ライセンス契約に同意します。

ステップ 6 システム プロンプトに yes を入力し、仮想マシンをネットワーク対応にします。vmnet0 のブリッジ接

続ネットワークを設定するよう求められます。

ステップ 7 ブリッジ ネットワークの名前を入力し、Enter キーを押します。マシンにイーサネット インターフェ

イスが 2 つ装備されている場合は、次のメッセージが表示されます。

Your computer has multiple ethernet network interfaces available: eth0, eth1
Which one do you want to bridge to vmnet0? [eth0]

ステップ 8 システム プロンプトで、Enter キーを押します。次のメッセージが表示されます。

The following bridged networks have been defined:
. vmnet0 is bridged to eth0
Do you wish to configure another bridged network? (yes/no) [no] no

ステップ 9 このプロンプトに yes を入力し、このホスト マシンで仮想ネットワークをさらに設定します。vmnet2 
のブリッジ接続ネットワークを設定するよう求められます。

ステップ 10 ブリッジ ネットワークの名前を入力し、Enter キーを押します。次のメッセージが表示されます。

The following bridged networks have been defined:
. vmnet0 is bridged to eth0
. vmnet2 is bridged to eth1

ステップ 11 システム プロンプトに yes を入力し、仮想マシンでホストオンリー ネットワーキングを使用します。

Configuring a host-only network for vmnet1.
Please specify a name for this network.
[HostOnly]
Do you want this program to probe for an unused private subnet? (yes/no/help)
[yes] no
What will be the IP address of your host on the private
network? 10.5.105.0
What will be the netmask of your private network? 255.255.255.0
The following host-only networks have been defined:

. vmnet1 is a host-only network on private subnet 10.5.105.0.

Do you wish to configure another host-only network? (yes/no) [no]

ステップ 12 次のシステム プロンプトで、Enter キーを押します。

Please specify a port for remote connections to use [902]
Please specify a port for standard http connections to use [8222]
Please specify a port for secure http (https) connections to use [8333]

ステップ 13 管理ユーザの名前を入力し、yes を入力します。

The current administrative user for VMware Server is 'xx'. Would you like to specify a 
different administrator? [no] yes
Please specify the user whom you wish to be the VMware Server administrator root 
Using root as the VMware Server administrator.

ステップ 14 次のシステム プロンプトで、Enter キーを押します。

In which directory do you want to keep your virtual machine files?
[/var/lib/vmware/Virtual Machines]

The path "/var/lib/vmware/Virtual Machines" does not exist currently. This program is 
going to create it, including needed parent directories. 
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Is this what you want? [yes]

ステップ 15 シリアル番号を xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx の形式で入力します。コンソールに次のメッセージが表示さ

れます。

Creating a new VMware VIX API installer database using the tar4 format.
Installing VMware VIX API.
In which directory do you want to install the VMware VIX API binary files?
[/usr/bin]
In which directory do you want to install the VMware VIX API library files?
[/usr/lib/vmware-vix/lib]
The path "/usr/lib/vmware-vix/lib" does not exist currently. This program is
going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes]
In which directory do you want to install the VMware VIX API document pages?
[/usr/share/doc/vmware-vix]
The path "/usr/share/doc/vmware-vix" does not exist currently. This program is
going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes]
The installation of VMware VIX API 1.6.0 build-122956 for Linux completed
successfully. You can decide to remove this software from your system at any
time by invoking the following command: "/usr/bin/vmware-uninstall-vix.pl.

ステップ 16 VMware のサービスが初期化され、インストールが完了します。

Starting VMware services:
   Virtual machine monitor               [  OK  ]
   Virtual machine communication interface               [  OK  ]
   VM communication interface socket family:               [  OK  ]
   Virtual ethernet                [  OK  ]
   Bridged networking on /dev/vmnet0                 [  OK  ]
   Host-only networking on /dev/vmnet1 (background)          [  OK ]
   DHCP server on /dev/vmnet1                [  OK  ]
   Bridged networking on /dev/vmnet2                [  OK  ]
   Host-only networking on /dev/vmnet8 (background)          [  OK  ]
   DHCP server on /dev/vmnet8               [  OK  ]
   NAT service on /dev/vmnet8                [  OK  ]
   VMware Server Authentication Daemon (background)          [  OK  ]
   Shared Memory Available                 [  OK  ]
Starting VMware management services:
   VMware Server Host Agent (background)                [  OK  ]
   VMware Virtual Infrastructure Web Access
Starting VMware autostart virtual machines:
   Virtual machines                [  OK  ]

The configuration of VMware Server 2.0.0 build-122956 for Linux for this
running kernel completed successfully.

ステップ 17 これで、ホスト マシンの Web ブラウザを使用して VMware サーバ プログラムにログインできます。
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